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１．後発医薬品採用ノウハウ普及事業について

(1) 事業の目的

この事業は、地域において中核的な役割を果たしている病院を対象に、後発医薬

品を採用する際に使用する評価基準（採用基準）並びに実際に採用している後発医

薬品の品目リストを調査し、それらを取りまとめた内容を県内の医療機関や薬局へ

情報提供することにより、後発医薬品の採用に至るまでのプロセスやノウハウを地

域で共有化し、自らの施設で後発医薬品を選択する際に参考情報として用してもら

うことを目的としています。

なお、平成２１年度にも、県内４病院（福島県立医科大学附属病院、太田西ノ内

病院、竹田綜合病院、いわき市立総合磐城共立病院）のご協力により、後発医薬品

採用状況の調査を行っており、当該病院の採用品目リストを福島県薬務課ホームペ

ージに掲載しました。

(2) ご協力いただいた病院

この事業の実施にあたり、地域において中核的な役割を果たしている次の１６の

病院（以下「中核病院」）にご協力いただきました。

・公立大学法人福島県立医科大学附属病院（福島市）

・一般財団法人大原綜合病院（福島市）

・綜合病院福島赤十字病院（福島市）

・公立藤田総合病院（国見町）

・一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院（郡山市）

・一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院（郡山市）

・公益財団法人星総合病院（郡山市）

・公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院（郡山市）

・独立行政法人国立病院機構福島病院（須賀川市）

・福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院（白河市）

・竹田綜合病院（会津若松市）

・会津中央病院（会津若松市）

・公立相馬総合病院（相馬市）

・南相馬市立総合病院（南相馬市）

・いわき市立総合磐城共立病院（いわき市）

・独立行政法人労働者健康福祉機構福島労災病院（いわき市）
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(2) 後発医薬品を採用する際の評価項目（採用基準）

複数の後発医薬品の中から、採用品目を選択するために行う「評価」は、非常に

重要な工程です。後発医薬品の評価を行うにあたり、中核病院が重視している項目

（採用基準）は次のとおりです。

なお、項目を挙げた病院数の多少にかかわらず、今回の調査で挙げられた項目の

全てを掲載しています。

【供給体制・流通体制】

・安定供給できる体制にあること。

・継続的な販売実績や十分な安全性調査実績があること。

・他施設や同一地域において採用されていること。

・取り引きのある卸売業者での取り扱いがあること。

・過去に急な販売中止等がなかったこと。

・緊急配送や時間外配送等について対応が可能であること。

・先発医薬品との確実な価格差によるメリットがあること。

・安全性に関する情報を迅速に提供できる体制が確保されていること。

・先発医薬品と同じ規格、剤形、包装単位があること。

・小包装やバラ錠等の規格があり、先発医薬品より使用しやすいこと。

・製造ラインや流通ラインのトラブルに対して、マニュアルにより回避対応が可

能であること。

・不良医薬品に対して、マニュアルにより回収対応が可能であること。

【情報提供体制】

・安全性に関する情報が容易に入手できること。

・ホームページ上に添付文書情報や文献情報などを掲載していること。

・ＭＲの定期的な訪問があること。

・ＭＲが県内に常駐していること。

・学術部門があること。

【薬物動態等科学的データ】

・先発医薬品と適応症が同じで、同等以上の有効性が期待できること。

・生物学的同等性が認められること。

・溶出試験のデータは先発医薬品のものと同じ挙動であること。

２．後発医薬品採用基準の調査から

(1) 後発医薬品の採用（切り替え）について

後発医薬品の新規採用または先発医薬品からの切り替えにあたり、今回調査を行

った中核病院では、次の点を考慮して後発医薬品の導入に取り組んでいます。

・新規採用医薬品を検討する際に、後発医薬品の有無を確認し、後発医薬品が存在

する場合には当該品も含めて採否を検討する。

・発売後長期間が経過している医薬品について、後発医薬品が薬価収載されている

場合には、その切り替えを検討する。

・購入金額上位の採用医薬品から優先的に、後発医薬品への切り替えを検討する。

・院外への影響がない注射薬から後発医薬品への切り替えを進めた病院が多い。

・使用量が多く使用頻度も高い、薬価が高額、購入数量・購入額が多く値引率が低

い医薬品等、後発医薬品への切り替えで経済効果が明確なものについて検討する。

・系列病院等の情報により、使用状況が多い後発医薬品について、副作用発現状況

などを踏まえて切り替えについて検討する。

・診療に支障を来さないこと、患者に不利益を与えないことを前提として検討する。

後発医薬品の採用に向け、切り替え候補として複数の後発医薬品がリストアップ

された場合、それぞれの後発医薬品の評価を行い、採用する後発医薬品を選択しな

ければなりません。

その評価の結果をもとに、病院内組織である薬事委員会等で審議を行い、承認を

受け、当該後発医薬品が採用となります。
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３．後発医薬品採用品目リスト

前項の採用基準等の評価を経て、中核病院で採用されている後発医薬品は次のとお

りです。リストは、内用薬、外用薬、注射薬及び歯科用ごとに、薬価基準収載医薬品

コードの順で掲載しています。

また、後発医薬品に対応する先発医薬品の情報も掲載しています。先発医薬品（準

先発品を含む）の行を網かけしています。

なお、品目を挙げた病院数の多少にかかわらず、今回の調査で挙げられた品目の全

てを掲載しています。

＜項目の説明＞

区 分 内用薬、外用薬、注射薬、歯科用に分かれています。

薬価基準収載 厚生労働省医政局経済課の分類コードです。

医薬品コード 最初の３桁の数字が薬効分類番号を表します。

成分名 当該医薬品の有効成分の名称です。ただし、多くの医薬品

成分を含む配合剤については、記載を省略しています。

規 格 有効成分の含有量や剤形を示しています。

品 名 製薬企業が製造販売している医薬品名です。

後発品又は 後発医薬品、先発医薬品の別を示しています。

先発品

★ 印 … 後発医薬品として承認された医薬品ですが、

先発医薬品と同額か薬価が高い品目です。

（診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬

品とはみなされません。）

準先発品 … 昭和４２年以前に承認・薬価収載された医薬

品のうち、価格差のある後発医薬品がある品

目です。（内用薬及び外用薬に限ります。）

＜後発医薬品の収載品目数＞

内用薬 外用薬 注射薬 歯科用 合 計

５６７ ２０１ ４５４ ３ １，２２５

・安定性試験（長期保存、加速、過酷試験等）や規格試験（崩壊試験等）のデー

タがあること。

・添加物が先発医薬品と同一であること。

・添加物が先発医薬品と異なる場合、製剤的工夫等の有用性が認められること。

・後発医薬品に付加価値があること。

・発売からある程度経過し、効果あるいは副作用発現頻度等の評価が得られてい

ること。

・容器や包装の材質、安全性についてのデータがあること。

・ヒトでの臨床試験データ（血中濃度動態データ等）が存在すること。

・粉砕、脱カプセル、簡易懸濁に関するデータが存在すること。

・配合変化試験データが存在すること。

【リスクマネジメント】

・既に採用されている医薬品と商品名が酷似している等、誤薬の可能性がないこと。

・後発医薬品の商品名が原則、一般名表記のものであること。

・後発医薬品の商品名が一般名と同一、または類似していること。

・後発医薬品本体に名称あるいは識別コードの刻印・印刷があること。

・既に採用されている医薬品と外観が類似していないこと。

・後発医薬品への切り替えにより、患者に不安を与える要素がないこと。

【その他】

・カプセル剤の錠剤化、錠剤のＯＤ錠化など、服用時の利便性等を考慮して剤形が

開発されていること。

・味など服用感の改良・開発がされていること。

・ＧＭＰにかかる査察評価資料があること。

・回収履歴等がないこと。

・医師の同意があること。
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロンラックス錠１ｍｇ 後発品

内用薬 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠
ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬
リルマザホン塩酸塩水
和物

１ｍｇ１錠 リスミー錠１ｍｇ 先発品

内用薬
リルマザホン塩酸塩水
和物

１ｍｇ１錠
塩酸リルマザホン錠１「ＭＥＥ
Ｋ」

後発品

内用薬
リルマザホン塩酸塩水
和物

２ｍｇ１錠 リスミー錠２ｍｇ 先発品

内用薬
リルマザホン塩酸塩水
和物

２ｍｇ１錠
塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥ
Ｋ」

後発品

内用薬 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 アモバン錠７．５ 先発品

内用薬 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 アモバンテス錠７．５ 後発品

内用薬 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠
ゾピクロン錠７．５ｍｇ「アメ
ル」

後発品

内用薬
タンドスピロンクエン
酸塩

１０ｍｇ１錠 セディール錠１０ｍｇ 先発品

内用薬
タンドスピロンクエン
酸塩

１０ｍｇ１錠
タンドスピロンクエン酸塩錠１０
ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬
タンドスピロンクエン
酸塩

２０ｍｇ１錠 セディール錠２０ｍｇ 先発品

内用薬
タンドスピロンクエン
酸塩

２０ｍｇ１錠
タンドスピロンクエン酸塩錠２０
ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マイスリー錠５ｍｇ 先発品

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

後発品

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マイスリー錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局
ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

後発品

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍ
ｇ「ＥＥ」

後発品

内用薬 カルバマゼピン ５０％１ｇ レキシン５０％細粒 後発品

内用薬 カルバマゼピン ５０％１ｇ
カルバマゼピン細粒５０％「アメ
ル」

後発品

内用薬 カルバマゼピン ５０％１ｇ テグレトール細粒５０％ 準先発品

内用薬 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 テグレトール錠２００ｍｇ 準先発品

内用薬 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠
カルバマゼピン錠２００ｍｇ「ア
メル」

後発品

内用薬 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 レキシン錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 テグレトール錠１００ｍｇ 準先発品

内用薬 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠
カルバマゼピン錠１００ｍｇ「ア
メル」

後発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ デパケン細粒４０％ 先発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ
バルプロ酸ナトリウム細粒４０％
「ＥＭＥＣ」

後発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 バレリン錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 デパケン錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 バレリン錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 デパケン錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 セレブシロップ５％ 後発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 デパケンシロップ５％ 先発品

内用薬 アセトアミノフェン ２０％１ｇ カロナール細粒２０％ 後発品

内用薬 アセトアミノフェン ５０％１ｇ カロナール細粒５０％ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品

内用薬 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 ユーロジン２ｍｇ錠 先発品

内用薬 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 後発品

内用薬 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ベンザリン錠５ 準先発品

内用薬 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ネルボン錠５ｍｇ 準先発品

内用薬 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 後発品

内用薬 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 先発品

内用薬 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ハルラック錠０．１２５ｍｇ 後発品

内用薬 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ハルシオン０．２５ｍｇ錠 先発品

内用薬 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ハルラック錠０．２５ｍｇ 後発品

内用薬 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠
トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「タ
ナベ」

後発品

内用薬 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 サイレース錠１ｍｇ 先発品

内用薬 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 ロヒプノール錠１ 先発品

内用薬 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠
フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメ
ル」

後発品

内用薬 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 グッドミン錠０．２５ｍｇ 後発品

内用薬 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レンドルミン錠０．２５ｍｇ 先発品

内用薬 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ 先発品

内用薬 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ
「タイヨー」

後発品

内用薬 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ジアゼパム １％１ｇ セルシン散１％ 準先発品

内用薬 ジアゼパム １％１ｇ ジアゼパム散１％「アメル」 後発品

内用薬 ジアゼパム １％１ｇ ホリゾン散１％ 準先発品

内用薬 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２「サワイ」 後発品

内用薬 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ２ｍｇセルシン錠 準先発品

内用薬 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ホリゾン錠２ｍｇ 準先発品

内用薬 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 レキソタン錠２ 先発品

内用薬 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 セニラン錠２ｍｇ 後発品

内用薬 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 レキソタン錠５ 先発品

内用薬 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 セニラン錠５ｍｇ 後発品

内用薬 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ワイパックス錠０．５ 先発品

内用薬 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ユーパン錠０．５ｍｇ 後発品

内用薬 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ワイパックス錠１．０ 先発品

内用薬 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ユーパン錠１．０ｍｇ 後発品

内用薬 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 コンスタン０．４ｍｇ錠 先発品

内用薬 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 ソラナックス０．４ｍｇ錠 先発品

内用薬 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 カームダン錠０．４ｍｇ 後発品

内用薬 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠
アルプラゾラム錠０．４ｍｇ
「トーワ」

後発品

内用薬 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 メイラックス錠１ｍｇ 先発品

品　　　名
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロンラックス錠１ｍｇ 後発品

内用薬 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠
ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬
リルマザホン塩酸塩水
和物

１ｍｇ１錠 リスミー錠１ｍｇ 先発品

内用薬
リルマザホン塩酸塩水
和物

１ｍｇ１錠
塩酸リルマザホン錠１「ＭＥＥ
Ｋ」

後発品

内用薬
リルマザホン塩酸塩水
和物

２ｍｇ１錠 リスミー錠２ｍｇ 先発品

内用薬
リルマザホン塩酸塩水
和物

２ｍｇ１錠
塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥ
Ｋ」

後発品

内用薬 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 アモバン錠７．５ 先発品

内用薬 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 アモバンテス錠７．５ 後発品

内用薬 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠
ゾピクロン錠７．５ｍｇ「アメ
ル」

後発品

内用薬
タンドスピロンクエン
酸塩

１０ｍｇ１錠 セディール錠１０ｍｇ 先発品

内用薬
タンドスピロンクエン
酸塩

１０ｍｇ１錠
タンドスピロンクエン酸塩錠１０
ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬
タンドスピロンクエン
酸塩

２０ｍｇ１錠 セディール錠２０ｍｇ 先発品

内用薬
タンドスピロンクエン
酸塩

２０ｍｇ１錠
タンドスピロンクエン酸塩錠２０
ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マイスリー錠５ｍｇ 先発品

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

後発品

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マイスリー錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局
ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

後発品

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍ
ｇ「ＥＥ」

後発品

内用薬 カルバマゼピン ５０％１ｇ レキシン５０％細粒 後発品

内用薬 カルバマゼピン ５０％１ｇ
カルバマゼピン細粒５０％「アメ
ル」

後発品

内用薬 カルバマゼピン ５０％１ｇ テグレトール細粒５０％ 準先発品

内用薬 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 テグレトール錠２００ｍｇ 準先発品

内用薬 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠
カルバマゼピン錠２００ｍｇ「ア
メル」

後発品

内用薬 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 レキシン錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 テグレトール錠１００ｍｇ 準先発品

内用薬 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠
カルバマゼピン錠１００ｍｇ「ア
メル」

後発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ デパケン細粒４０％ 先発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ
バルプロ酸ナトリウム細粒４０％
「ＥＭＥＣ」

後発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 バレリン錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 デパケン錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 バレリン錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 デパケン錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 セレブシロップ５％ 後発品

内用薬 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 デパケンシロップ５％ 先発品

内用薬 アセトアミノフェン ２０％１ｇ カロナール細粒２０％ 後発品

内用薬 アセトアミノフェン ５０％１ｇ カロナール細粒５０％ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品

内用薬 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 ユーロジン２ｍｇ錠 先発品

内用薬 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 後発品

内用薬 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ベンザリン錠５ 準先発品

内用薬 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ネルボン錠５ｍｇ 準先発品

内用薬 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 後発品

内用薬 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 先発品

内用薬 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ハルラック錠０．１２５ｍｇ 後発品

内用薬 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ハルシオン０．２５ｍｇ錠 先発品

内用薬 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ハルラック錠０．２５ｍｇ 後発品

内用薬 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠
トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「タ
ナベ」

後発品

内用薬 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 サイレース錠１ｍｇ 先発品

内用薬 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 ロヒプノール錠１ 先発品

内用薬 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠
フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメ
ル」

後発品

内用薬 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 グッドミン錠０．２５ｍｇ 後発品

内用薬 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レンドルミン錠０．２５ｍｇ 先発品

内用薬 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ 先発品

内用薬 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ
「タイヨー」

後発品

内用薬 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ジアゼパム １％１ｇ セルシン散１％ 準先発品

内用薬 ジアゼパム １％１ｇ ジアゼパム散１％「アメル」 後発品

内用薬 ジアゼパム １％１ｇ ホリゾン散１％ 準先発品

内用薬 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２「サワイ」 後発品

内用薬 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ２ｍｇセルシン錠 準先発品

内用薬 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ホリゾン錠２ｍｇ 準先発品

内用薬 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 レキソタン錠２ 先発品

内用薬 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 セニラン錠２ｍｇ 後発品

内用薬 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 レキソタン錠５ 先発品

内用薬 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 セニラン錠５ｍｇ 後発品

内用薬 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ワイパックス錠０．５ 先発品

内用薬 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ユーパン錠０．５ｍｇ 後発品

内用薬 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ワイパックス錠１．０ 先発品

内用薬 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ユーパン錠１．０ｍｇ 後発品

内用薬 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 コンスタン０．４ｍｇ錠 先発品

内用薬 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 ソラナックス０．４ｍｇ錠 先発品

内用薬 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 カームダン錠０．４ｍｇ 後発品

内用薬 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠
アルプラゾラム錠０．４ｍｇ
「トーワ」

後発品

内用薬 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 メイラックス錠１ｍｇ 先発品

品　　　名
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
レボドパ・カルビドパ
水和物

１錠 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 先発品

内用薬
レボドパ・カルビドパ
水和物

１錠 メネシット配合錠１００ 先発品

内用薬
レボドパ・カルビドパ
水和物

１錠 カルコーパ配合錠Ｌ１００ 後発品

内用薬
レボドパ・カルビドパ
水和物

１錠 ドパコール錠５０ｍｇ 後発品

内用薬
レボメプロマジンマレ
イン酸塩

１０％１ｇ ヒルナミン細粒１０％ 準先発品

内用薬
レボメプロマジンマレ
イン酸塩

１０％１ｇ
レボメプロマジン細粒１０％「ア
メル」

後発品

内用薬 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ルジオミール錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ノイオミール錠１０ｍｇ 後発品

内用薬 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 リーゼ錠５ｍｇ 先発品

内用薬 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠
クロチアゼパム錠５ｍｇ「トー
ワ」

後発品

内用薬 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠
クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ミラドール錠１００ 先発品

内用薬 スルピリド １００ｍｇ１錠 局
スルピリド錠１００ｍｇ「アメ
ル」

後発品

内用薬 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 アビリット錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 リチオマール錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 リーマス錠１００ 先発品

内用薬 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リチオマール錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リーマス錠２００ 先発品

内用薬 ハロペリドール １％１ｇ 局 ハロペリドール細粒 後発品

内用薬 ハロペリドール １％１ｇ 局 リントン細粒１％ 後発品

内用薬 ハロペリドール １％１ｇ 局 セレネース細粒１％ 準先発品

内用薬 ハロペリドール １％１ｇ 局
ハロペリドール細粒１％「マイラ
ン」

後発品

内用薬 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 リントン錠（０．７５ｍｇ） 後発品

内用薬 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 レモナミン錠０．７５ｍｇ 後発品

内用薬 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 セレネース錠０．７５ｍｇ 準先発品

内用薬 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 セレネース錠１ｍｇ 準先発品

内用薬 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロステン錠１ｍｇ 後発品

内用薬 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 リントン錠（１．５ｍｇ） 後発品

内用薬 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 レモナミン錠１．５ｍｇ 後発品

内用薬 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 セレネース錠１．５ｍｇ 準先発品

内用薬 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 リントン錠（２ｍｇ） 後発品

内用薬 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 セレネース錠３ｍｇ 準先発品

内用薬 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 リントン錠（３ｍｇ） 後発品

内用薬 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 レモナミン錠３ｍｇ 後発品

内用薬 ペモリン １０ｍｇ１錠 ベタナミン錠１０ｍｇ 後発品

内用薬 ペモリン ２５ｍｇ１錠 ベタナミン錠２５ｍｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 カロナール錠２００ 後発品

内用薬 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 コカール錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 カロナール錠３００ 後発品

内用薬 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ カロナールシロップ２％ 後発品

内用薬 アセトアミノフェン ２０％１ｇ
アトミフェンドライシロップ２
０％

後発品

内用薬 アセトアミノフェン ２０％１ｇ
コカール小児用ドライシロップ２
０％

後発品

内用薬 アセトアミノフェン ４０％１ｇ コカールドライシロップ４０％ 後発品

内用薬 インドメタシン ２５ｍｇ１カプセル インテバンＳＰ２５ 後発品

内用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ナボールＳＲカプセル３７．５ 先発品

内用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ボルタレンＳＲカプセル３７．５
ｍｇ

先発品

内用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ジクロフェナクナトリウムＳＲカ
プセル３７．５ｍｇ「オーハラ」

後発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

１０％１ｇ ロキソニン細粒１０％ 先発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

１０％１ｇ
ロキソプロフェンＮａ細粒１０％
「サワイ」

後発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

６０ｍｇ１錠 ノブフェン錠６０ｍｇ 後発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェンナトリウム錠６
０ｍｇ「タイヨー」

後発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「Ｅ
ＭＥＣ」

後発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソニン錠６０ｍｇ 先発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ハイペン錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 エトドラク ２００ｍｇ１錠 オステラック錠２００ 先発品

内用薬 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００「ＫＮ」 後発品

内用薬 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ライペック錠２００ 後発品

内用薬 エトドラク ２００ｍｇ１錠 オスペイン錠２００ 後発品

内用薬 エトドラク ２００ｍｇ１錠
エトドラク錠２００ｍｇ「タイ
ヨー」

後発品

内用薬 メロキシカム １０ｍｇ１錠 モービック錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 メロキシカム １０ｍｇ１錠
メロキシカム錠１０ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ アマンタジン塩酸塩１０％細粒 後発品

内用薬 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ シンメトレル細粒１０％ 先発品

内用薬 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩５０ｍｇ錠 後発品

内用薬 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 シンメトレル錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ タスモリン散１％ 後発品

内用薬 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ アキリデン細粒１％ 後発品

内用薬 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ アキネトン細粒１％ 準先発品

内用薬 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 タスモリン錠１ｍｇ 後発品

内用薬 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 アキネトン錠１ｍｇ 準先発品

内用薬
ブロモクリプチンメシ
ル酸塩

２．５ｍｇ１錠 アップノールＢ錠２．５ｍｇ 後発品

内用薬
ブロモクリプチンメシ
ル酸塩

２．５ｍｇ１錠 パーロデル錠２．５ｍｇ 先発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
レボドパ・カルビドパ
水和物

１錠 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 先発品

内用薬
レボドパ・カルビドパ
水和物

１錠 メネシット配合錠１００ 先発品

内用薬
レボドパ・カルビドパ
水和物

１錠 カルコーパ配合錠Ｌ１００ 後発品

内用薬
レボドパ・カルビドパ
水和物

１錠 ドパコール錠５０ｍｇ 後発品

内用薬
レボメプロマジンマレ
イン酸塩

１０％１ｇ ヒルナミン細粒１０％ 準先発品

内用薬
レボメプロマジンマレ
イン酸塩

１０％１ｇ
レボメプロマジン細粒１０％「ア
メル」

後発品

内用薬 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ルジオミール錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ノイオミール錠１０ｍｇ 後発品

内用薬 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 リーゼ錠５ｍｇ 先発品

内用薬 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠
クロチアゼパム錠５ｍｇ「トー
ワ」

後発品

内用薬 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠
クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ミラドール錠１００ 先発品

内用薬 スルピリド １００ｍｇ１錠 局
スルピリド錠１００ｍｇ「アメ
ル」

後発品

内用薬 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 アビリット錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 リチオマール錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 リーマス錠１００ 先発品

内用薬 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リチオマール錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リーマス錠２００ 先発品

内用薬 ハロペリドール １％１ｇ 局 ハロペリドール細粒 後発品

内用薬 ハロペリドール １％１ｇ 局 リントン細粒１％ 後発品

内用薬 ハロペリドール １％１ｇ 局 セレネース細粒１％ 準先発品

内用薬 ハロペリドール １％１ｇ 局
ハロペリドール細粒１％「マイラ
ン」

後発品

内用薬 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 リントン錠（０．７５ｍｇ） 後発品

内用薬 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 レモナミン錠０．７５ｍｇ 後発品

内用薬 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 セレネース錠０．７５ｍｇ 準先発品

内用薬 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 セレネース錠１ｍｇ 準先発品

内用薬 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロステン錠１ｍｇ 後発品

内用薬 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 リントン錠（１．５ｍｇ） 後発品

内用薬 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 レモナミン錠１．５ｍｇ 後発品

内用薬 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 セレネース錠１．５ｍｇ 準先発品

内用薬 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 リントン錠（２ｍｇ） 後発品

内用薬 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 セレネース錠３ｍｇ 準先発品

内用薬 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 リントン錠（３ｍｇ） 後発品

内用薬 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 レモナミン錠３ｍｇ 後発品

内用薬 ペモリン １０ｍｇ１錠 ベタナミン錠１０ｍｇ 後発品

内用薬 ペモリン ２５ｍｇ１錠 ベタナミン錠２５ｍｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 カロナール錠２００ 後発品

内用薬 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 コカール錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 カロナール錠３００ 後発品

内用薬 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ カロナールシロップ２％ 後発品

内用薬 アセトアミノフェン ２０％１ｇ
アトミフェンドライシロップ２
０％

後発品

内用薬 アセトアミノフェン ２０％１ｇ
コカール小児用ドライシロップ２
０％

後発品

内用薬 アセトアミノフェン ４０％１ｇ コカールドライシロップ４０％ 後発品

内用薬 インドメタシン ２５ｍｇ１カプセル インテバンＳＰ２５ 後発品

内用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ナボールＳＲカプセル３７．５ 先発品

内用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ボルタレンＳＲカプセル３７．５
ｍｇ

先発品

内用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ジクロフェナクナトリウムＳＲカ
プセル３７．５ｍｇ「オーハラ」

後発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

１０％１ｇ ロキソニン細粒１０％ 先発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

１０％１ｇ
ロキソプロフェンＮａ細粒１０％
「サワイ」

後発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

６０ｍｇ１錠 ノブフェン錠６０ｍｇ 後発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェンナトリウム錠６
０ｍｇ「タイヨー」

後発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「Ｅ
ＭＥＣ」

後発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソニン錠６０ｍｇ 先発品

内用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ハイペン錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 エトドラク ２００ｍｇ１錠 オステラック錠２００ 先発品

内用薬 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００「ＫＮ」 後発品

内用薬 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ライペック錠２００ 後発品

内用薬 エトドラク ２００ｍｇ１錠 オスペイン錠２００ 後発品

内用薬 エトドラク ２００ｍｇ１錠
エトドラク錠２００ｍｇ「タイ
ヨー」

後発品

内用薬 メロキシカム １０ｍｇ１錠 モービック錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 メロキシカム １０ｍｇ１錠
メロキシカム錠１０ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ アマンタジン塩酸塩１０％細粒 後発品

内用薬 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ シンメトレル細粒１０％ 先発品

内用薬 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩５０ｍｇ錠 後発品

内用薬 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 シンメトレル錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ タスモリン散１％ 後発品

内用薬 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ アキリデン細粒１％ 後発品

内用薬 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ アキネトン細粒１％ 準先発品

内用薬 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 タスモリン錠１ｍｇ 後発品

内用薬 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 アキネトン錠１ｍｇ 準先発品

内用薬
ブロモクリプチンメシ
ル酸塩

２．５ｍｇ１錠 アップノールＢ錠２．５ｍｇ 後発品

内用薬
ブロモクリプチンメシ
ル酸塩

２．５ｍｇ１錠 パーロデル錠２．５ｍｇ 先発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠２
５ｍｇ「ＮＰ」

後発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠２
５ｍｇ「杏林」

後発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠２
５ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

５０ｍｇ１錠 局 デプロメール錠５０ 先発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

５０ｍｇ１錠 局 ルボックス錠５０ 先発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

５０ｍｇ１錠 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠５
０ｍｇ「ＥＭＥＣ」

後発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

５０ｍｇ１錠 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠５
０ｍｇ「ＮＰ」

後発品

内用薬 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 トレドミン錠２５ｍｇ 先発品

内用薬
パロキセチン塩酸塩水
和物

１０ｍｇ１錠 パキシル錠１０ｍｇ 先発品

内用薬
パロキセチン塩酸塩水
和物

１０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 後発品

内用薬
パロキセチン塩酸塩水
和物

２０ｍｇ１錠 パキシル錠２０ｍｇ 先発品

内用薬
パロキセチン塩酸塩水
和物

２０ｍｇ１錠
パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

後発品

内用薬
パロキセチン塩酸塩水
和物

２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 後発品

内用薬
クエチアピンフマル酸
塩

２５ｍｇ１錠 セロクエル２５ｍｇ錠 先発品

内用薬
クエチアピンフマル酸
塩

２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 後発品

内用薬
クエチアピンフマル酸
塩

１００ｍｇ１錠 セロクエル１００ｍｇ錠 先発品

内用薬
クエチアピンフマル酸
塩

１００ｍｇ１錠
クエチアピン錠１００ｍｇ「明
治」

後発品

内用薬 非ピリン系感冒剤 １ｇ ＰＬ配合顆粒 準先発品

内用薬 非ピリン系感冒剤 １錠 ピーエイ配合錠 後発品

内用薬 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド塩酸塩１０％細粒 後発品

内用薬 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ グラマリール細粒１０％ 先発品

内用薬 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 グラマリール錠２５ｍｇ 先発品

内用薬 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアリール錠２５ 後発品

内用薬 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 グラマリール錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 アリセプト錠３ｍｇ 先発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局
ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アリセプト錠５ｍｇ 先発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳ
Ｐ」

後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠３ｍｇ 先発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ
「ＤＳＰ」

後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠５ｍｇ 先発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 ペモリン ５０ｍｇ１錠 ベタナミン錠５０ｍｇ 後発品

内用薬 ゾテピン １０％１ｇ ロドピン細粒１０％ 先発品

内用薬 ゾテピン １０％１ｇ ロシゾピロン細粒１０％ 後発品

内用薬 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロドピン錠２５ｍｇ 先発品

内用薬 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロドピン錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠５０ｍｇ 後発品

内用薬 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デパス錠０．５ｍｇ 先発品

内用薬 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局
エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

後発品

内用薬 チミペロン １％１ｇ トロペロン細粒１％ 先発品

内用薬 チミペロン １％１ｇ セルマニル細粒１％ 後発品

内用薬 ブロムペリドール １％１ｇ インプロメン細粒１％ 先発品

内用薬 ブロムペリドール １％１ｇ
ブロムペリドール細粒１％「アメ
ル」

後発品

内用薬 スルトプリド塩酸塩 ５０％１ｇ スタドルフ細粒５０％ 後発品

内用薬 スルトプリド塩酸塩 ５０％１ｇ バルネチール細粒５０％ 先発品

内用薬 スルトプリド塩酸塩 １００ｍｇ１錠 バルネチール錠１００ 先発品

内用薬 スルトプリド塩酸塩 １００ｍｇ１錠 スタドルフ錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 レスリン錠２５ 先発品

内用薬 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 デジレル錠２５ 先発品

内用薬 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アンデプレ錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 レスリン錠５０ 先発品

内用薬 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 デジレル錠５０ 先発品

内用薬 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アンデプレ錠５０ｍｇ 後発品

内用薬 リスペリドン １％１ｇ 局 リスパダール細粒１％ 先発品

内用薬 リスペリドン １％１ｇ 局
リスペリドン細粒１％「ＭＥＥ
Ｋ」

後発品

内用薬 リスペリドン １％１ｇ 局
リスペリドン細粒１％「ヨシト
ミ」

後発品

内用薬 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスパダール錠１ｍｇ 先発品

内用薬 リスペリドン １ｍｇ１錠 局
リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシト
ミ」

後発品

内用薬 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスパダール錠２ｍｇ 先発品

内用薬 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局
リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシト
ミ」

後発品

内用薬 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 局
リスペリドン錠０．５ｍｇ「ヨシ
トミ」

後発品

内用薬 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 局 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ 先発品

内用薬 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 局
リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ
「ヨシトミ」

後発品

内用薬 リスペリドン
０．１％０．５ｍＬ１
包

局
リスペリドン内用液分包０．５ｍ
ｇ「日医工」

後発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 局 デプロメール錠２５ 先発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 局 ルボックス錠２５ 先発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠２
５ｍｇ「ＥＭＥＣ」

後発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠２
５ｍｇ「ＮＰ」

後発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠２
５ｍｇ「杏林」

後発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠２
５ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

５０ｍｇ１錠 局 デプロメール錠５０ 先発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

５０ｍｇ１錠 局 ルボックス錠５０ 先発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

５０ｍｇ１錠 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠５
０ｍｇ「ＥＭＥＣ」

後発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

５０ｍｇ１錠 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠５
０ｍｇ「ＮＰ」

後発品

内用薬 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 トレドミン錠２５ｍｇ 先発品

内用薬
パロキセチン塩酸塩水
和物

１０ｍｇ１錠 パキシル錠１０ｍｇ 先発品

内用薬
パロキセチン塩酸塩水
和物

１０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 後発品

内用薬
パロキセチン塩酸塩水
和物

２０ｍｇ１錠 パキシル錠２０ｍｇ 先発品

内用薬
パロキセチン塩酸塩水
和物

２０ｍｇ１錠
パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

後発品

内用薬
パロキセチン塩酸塩水
和物

２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 後発品

内用薬
クエチアピンフマル酸
塩

２５ｍｇ１錠 セロクエル２５ｍｇ錠 先発品

内用薬
クエチアピンフマル酸
塩

２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 後発品

内用薬
クエチアピンフマル酸
塩

１００ｍｇ１錠 セロクエル１００ｍｇ錠 先発品

内用薬
クエチアピンフマル酸
塩

１００ｍｇ１錠
クエチアピン錠１００ｍｇ「明
治」

後発品

内用薬 非ピリン系感冒剤 １ｇ ＰＬ配合顆粒 準先発品

内用薬 非ピリン系感冒剤 １錠 ピーエイ配合錠 後発品

内用薬 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド塩酸塩１０％細粒 後発品

内用薬 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ グラマリール細粒１０％ 先発品

内用薬 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 グラマリール錠２５ｍｇ 先発品

内用薬 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアリール錠２５ 後発品

内用薬 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 グラマリール錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 アリセプト錠３ｍｇ 先発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局
ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アリセプト錠５ｍｇ 先発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳ
Ｐ」

後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠３ｍｇ 先発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ
「ＤＳＰ」

後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠５ｍｇ 先発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 ペモリン ５０ｍｇ１錠 ベタナミン錠５０ｍｇ 後発品

内用薬 ゾテピン １０％１ｇ ロドピン細粒１０％ 先発品

内用薬 ゾテピン １０％１ｇ ロシゾピロン細粒１０％ 後発品

内用薬 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロドピン錠２５ｍｇ 先発品

内用薬 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロドピン錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠５０ｍｇ 後発品

内用薬 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デパス錠０．５ｍｇ 先発品

内用薬 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局
エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

後発品

内用薬 チミペロン １％１ｇ トロペロン細粒１％ 先発品

内用薬 チミペロン １％１ｇ セルマニル細粒１％ 後発品

内用薬 ブロムペリドール １％１ｇ インプロメン細粒１％ 先発品

内用薬 ブロムペリドール １％１ｇ
ブロムペリドール細粒１％「アメ
ル」

後発品

内用薬 スルトプリド塩酸塩 ５０％１ｇ スタドルフ細粒５０％ 後発品

内用薬 スルトプリド塩酸塩 ５０％１ｇ バルネチール細粒５０％ 先発品

内用薬 スルトプリド塩酸塩 １００ｍｇ１錠 バルネチール錠１００ 先発品

内用薬 スルトプリド塩酸塩 １００ｍｇ１錠 スタドルフ錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 レスリン錠２５ 先発品

内用薬 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 デジレル錠２５ 先発品

内用薬 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アンデプレ錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 レスリン錠５０ 先発品

内用薬 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 デジレル錠５０ 先発品

内用薬 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アンデプレ錠５０ｍｇ 後発品

内用薬 リスペリドン １％１ｇ 局 リスパダール細粒１％ 先発品

内用薬 リスペリドン １％１ｇ 局
リスペリドン細粒１％「ＭＥＥ
Ｋ」

後発品

内用薬 リスペリドン １％１ｇ 局
リスペリドン細粒１％「ヨシト
ミ」

後発品

内用薬 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスパダール錠１ｍｇ 先発品

内用薬 リスペリドン １ｍｇ１錠 局
リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシト
ミ」

後発品

内用薬 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスパダール錠２ｍｇ 先発品

内用薬 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局
リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシト
ミ」

後発品

内用薬 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 局
リスペリドン錠０．５ｍｇ「ヨシ
トミ」

後発品

内用薬 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 局 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ 先発品

内用薬 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 局
リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ
「ヨシトミ」

後発品

内用薬 リスペリドン
０．１％０．５ｍＬ１
包

局
リスペリドン内用液分包０．５ｍ
ｇ「日医工」

後発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 局 デプロメール錠２５ 先発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 局 ルボックス錠２５ 先発品

内用薬
フルボキサミンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠２
５ｍｇ「ＥＭＥＣ」

後発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル５０
ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル５０
ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシチールカプセル１００ｍｇ 先発品

内用薬 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル１０
０ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ 先発品

内用薬 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ノルペースＣＲ錠１５０ｍｇ 後発品

内用薬
ピルシカイニド塩酸塩
水和物

５０ｍｇ１カプセル サンリズムカプセル５０ｍｇ 先発品

内用薬
ピルシカイニド塩酸塩
水和物

５０ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５
０ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アンカロン錠１００ 先発品

内用薬 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局
アミオダロン塩酸塩速崩錠１００
ｍｇ「ＴＥ」

後発品

内用薬 アミオダロン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局
アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍ
ｇ「ＴＥ」

後発品

内用薬 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 フルイトラン錠２ｍｇ 準先発品

内用薬 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ
「ＮＰ」

後発品

内用薬 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 マカシーＡ錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局
スピロノラクトン錠２５ｍｇ
「トーワ」

後発品

内用薬 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 ピロラクトン錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ 準先発品

内用薬 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「タ
ナベ」

後発品

内用薬 イソソルビド ７０％２０ｇ１個 メニレット７０％ゼリー２０ｇ 後発品

内用薬 イソソルビド ７０％３０ｇ１個 メニレット７０％ゼリー３０ｇ 後発品

内用薬 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソバイドシロップ７０％ 先発品

内用薬 フロセミド ４％１ｇ フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 後発品

内用薬 フロセミド ４％１ｇ ラシックス細粒４％ 準先発品

内用薬 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０「タイヨー」 後発品

内用薬 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 ラシックス錠２０ｍｇ 準先発品

内用薬 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＪＧ」 後発品

内用薬 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 ラシックス錠４０ｍｇ 準先発品

内用薬 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０「タイヨー」 後発品

内用薬 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「トーワ」 後発品

内用薬 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＪＧ」 後発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

２．５ｍｇ１錠 局 レニベース錠２．５ 先発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

２．５ｍｇ１錠 局
エナラプリルマレイン酸塩錠２．
５ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

２．５ｍｇ１錠 局
エナラプリルマレイン酸塩錠２．
５ｍｇ「トーワ」

後発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠 後発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

５ｍｇ１錠 局 レニベース錠５ 先発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

５ｍｇ１錠 局
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍ
ｇ「トーワ」

後発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 塩酸リドカイン ２％１ｇ メドカイン内用ゼリー２％ 後発品

内用薬
ブチルスコポラミン臭
化物

１０ｍｇ１錠 ブスコパン錠１０ｍｇ 準先発品

内用薬
ブチルスコポラミン臭
化物

１０ｍｇ１錠
ブチルスコポラミン臭化物錠１０
ｍｇ「ＹＤ」

後発品

内用薬 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミオナール錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリッサー錠５０ｍｇ 後発品

内用薬 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サンバゾン錠５０ｍｇ 後発品

内用薬 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ テルネリン顆粒０．２％ 先発品

内用薬 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ
チザニジン顆粒０．２％「日医
工」

後発品

内用薬 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 テルネリン錠１ｍｇ 先発品

内用薬 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 エンチニン錠１ 後発品

内用薬 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ギボンズ錠１ｍｇ 後発品

内用薬 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 後発品

内用薬 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セファドール錠２５ｍｇ 先発品

内用薬 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ
「ＪＧ」

後発品

内用薬
ベタヒスチンメシル酸
塩

６ｍｇ１錠 局 メリスロン錠６ｍｇ 先発品

内用薬
ベタヒスチンメシル酸
塩

６ｍｇ１錠 局
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ノイキノン錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ノイキノン糖衣錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 カイトロン錠１０ｍｇ 後発品

内用薬 ピモベンダン １．２５ｍｇ１錠
ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「Ｔ
Ｅ」

後発品

内用薬 ピモベンダン ２．５ｍｇ１錠
ピモベンダン錠２．５ｍｇ「Ｔ
Ｅ」

後発品

内用薬 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール２５ｍｇ錠 後発品

内用薬 アテノロール ２５ｍｇ１錠 テノーミン錠２５ 先発品

内用薬 アテノロール ２５ｍｇ１錠 セーブテンス錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 アテノロール ５０ｍｇ１錠 テノーミン錠５０ 先発品

内用薬 アテノロール ５０ｍｇ１錠
アテノロール錠５０ｍｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

後発品

内用薬 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 セオノマール錠５ 後発品

内用薬 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠
アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ
「ＤＳＰ」

先発品

内用薬 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アセメール錠１０ 後発品

内用薬 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「ＤＳＰ」

先発品

内用薬 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル リスモダンカプセル５０ｍｇ 先発品

内用薬 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル
ジソピラミドカプセル５０ｍｇ
「タイヨー」

後発品

内用薬 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル リスモダンカプセル１００ｍｇ 先発品

内用薬 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ノルペースカプセル１００ｍｇ 後発品

内用薬 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシチールカプセル５０ｍｇ 先発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル５０
ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル５０
ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシチールカプセル１００ｍｇ 先発品

内用薬 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル１０
０ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ 先発品

内用薬 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ノルペースＣＲ錠１５０ｍｇ 後発品

内用薬
ピルシカイニド塩酸塩
水和物

５０ｍｇ１カプセル サンリズムカプセル５０ｍｇ 先発品

内用薬
ピルシカイニド塩酸塩
水和物

５０ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５
０ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アンカロン錠１００ 先発品

内用薬 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局
アミオダロン塩酸塩速崩錠１００
ｍｇ「ＴＥ」

後発品

内用薬 アミオダロン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局
アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍ
ｇ「ＴＥ」

後発品

内用薬 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 フルイトラン錠２ｍｇ 準先発品

内用薬 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ
「ＮＰ」

後発品

内用薬 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 マカシーＡ錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局
スピロノラクトン錠２５ｍｇ
「トーワ」

後発品

内用薬 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 ピロラクトン錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ 準先発品

内用薬 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「タ
ナベ」

後発品

内用薬 イソソルビド ７０％２０ｇ１個 メニレット７０％ゼリー２０ｇ 後発品

内用薬 イソソルビド ７０％３０ｇ１個 メニレット７０％ゼリー３０ｇ 後発品

内用薬 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソバイドシロップ７０％ 先発品

内用薬 フロセミド ４％１ｇ フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 後発品

内用薬 フロセミド ４％１ｇ ラシックス細粒４％ 準先発品

内用薬 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０「タイヨー」 後発品

内用薬 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 ラシックス錠２０ｍｇ 準先発品

内用薬 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＪＧ」 後発品

内用薬 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 ラシックス錠４０ｍｇ 準先発品

内用薬 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０「タイヨー」 後発品

内用薬 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「トーワ」 後発品

内用薬 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＪＧ」 後発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

２．５ｍｇ１錠 局 レニベース錠２．５ 先発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

２．５ｍｇ１錠 局
エナラプリルマレイン酸塩錠２．
５ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

２．５ｍｇ１錠 局
エナラプリルマレイン酸塩錠２．
５ｍｇ「トーワ」

後発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠 後発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

５ｍｇ１錠 局 レニベース錠５ 先発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

５ｍｇ１錠 局
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍ
ｇ「トーワ」

後発品

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 塩酸リドカイン ２％１ｇ メドカイン内用ゼリー２％ 後発品

内用薬
ブチルスコポラミン臭
化物

１０ｍｇ１錠 ブスコパン錠１０ｍｇ 準先発品

内用薬
ブチルスコポラミン臭
化物

１０ｍｇ１錠
ブチルスコポラミン臭化物錠１０
ｍｇ「ＹＤ」

後発品

内用薬 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミオナール錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリッサー錠５０ｍｇ 後発品

内用薬 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サンバゾン錠５０ｍｇ 後発品

内用薬 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ テルネリン顆粒０．２％ 先発品

内用薬 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ
チザニジン顆粒０．２％「日医
工」

後発品

内用薬 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 テルネリン錠１ｍｇ 先発品

内用薬 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 エンチニン錠１ 後発品

内用薬 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ギボンズ錠１ｍｇ 後発品

内用薬 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 後発品

内用薬 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セファドール錠２５ｍｇ 先発品

内用薬 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ
「ＪＧ」

後発品

内用薬
ベタヒスチンメシル酸
塩

６ｍｇ１錠 局 メリスロン錠６ｍｇ 先発品

内用薬
ベタヒスチンメシル酸
塩

６ｍｇ１錠 局
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ノイキノン錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ノイキノン糖衣錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 カイトロン錠１０ｍｇ 後発品

内用薬 ピモベンダン １．２５ｍｇ１錠
ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「Ｔ
Ｅ」

後発品

内用薬 ピモベンダン ２．５ｍｇ１錠
ピモベンダン錠２．５ｍｇ「Ｔ
Ｅ」

後発品

内用薬 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール２５ｍｇ錠 後発品

内用薬 アテノロール ２５ｍｇ１錠 テノーミン錠２５ 先発品

内用薬 アテノロール ２５ｍｇ１錠 セーブテンス錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 アテノロール ５０ｍｇ１錠 テノーミン錠５０ 先発品

内用薬 アテノロール ５０ｍｇ１錠
アテノロール錠５０ｍｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

後発品

内用薬 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 セオノマール錠５ 後発品

内用薬 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠
アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ
「ＤＳＰ」

先発品

内用薬 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アセメール錠１０ 後発品

内用薬 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「ＤＳＰ」

先発品

内用薬 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル リスモダンカプセル５０ｍｇ 先発品

内用薬 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル
ジソピラミドカプセル５０ｍｇ
「タイヨー」

後発品

内用薬 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル リスモダンカプセル１００ｍｇ 先発品

内用薬 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ノルペースカプセル１００ｍｇ 後発品

内用薬 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシチールカプセル５０ｍｇ 先発品

－ 13 －



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 カルスロット錠２０ 先発品

内用薬 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 カルバジン錠２０ｍｇ 後発品

内用薬 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 アーチスト錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局
カルベジロール錠１０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 シルニジピン １０ｍｇ１錠 アテレック錠１０ 先発品

内用薬 シルニジピン １０ｍｇ１錠
シルニジピン錠１０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ニューロタン錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ
「ケミファ」

後発品

内用薬 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 メトリジン錠２ｍｇ 先発品

内用薬 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 メトドリン錠２ 後発品

内用薬 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オー
ハラ」

後発品

内用薬 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 メトリジンＤ錠２ｍｇ 先発品

内用薬
ジヒドロエルゴタミン
メシル酸塩

１ｍｇ１錠 ジヒデルゴット錠１ｍｇ 後発品

内用薬 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 コメリアンコーワ錠１００ 先発品

内用薬 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠
ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日
医工」

後発品

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ヘルベッサー錠３０ 先発品

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠
ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＣＨ」

後発品

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル
ヘルベッサーＲカプセル１００ｍ
ｇ

先発品

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル
ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１
００ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル
１００ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ワソラン錠４０ｍｇ 準先発品

内用薬 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タ
イヨー」

後発品

内用薬 ジピリダモール １２．５％１ｇ アンギナール散１２．５％ 後発品

内用薬 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ペルサンチン錠１２．５ｍｇ 準先発品

内用薬 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 アンギナール錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 コロナモール錠２５ 後発品

内用薬 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ペルサンチン錠２５ｍｇ 準先発品

内用薬 トラピジル １００ｍｇ１錠 セオアニン錠１００ 後発品

内用薬 トラピジル １００ｍｇ１錠 ロコルナール錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン １％１ｇ セパミット細粒１％ 後発品

内用薬 ニフェジピン ２％１ｇ セパミット－Ｒ細粒２％ 先発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

後発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン２０ｍｇ徐放錠 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

１０ｍｇ１錠 局 レニベース錠１０ 先発品

内用薬 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セタプリル錠２５ｍｇ 先発品

内用薬 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セボチール錠２５ 後発品

内用薬 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 ゼストリル錠１０ 先発品

内用薬 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 ロンゲス錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局
リシノプリル錠１０ｍｇ「マイラ
ン」

後発品

内用薬 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 タナトリル錠５ 先発品

内用薬 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

後発品

内用薬
ペリンドプリルエルブ
ミン

４ｍｇ１錠 コバシル錠４ｍｇ 先発品

内用薬
ペリンドプリルエルブ
ミン

４ｍｇ１錠
ペリンドプリル錠４ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬
ペリンドプリルエルブ
ミン

４ｍｇ１錠
ペリンドプリルエルブミン錠４ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

内用薬
メトプロロール酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 セロケン錠２０ｍｇ 先発品

内用薬
メトプロロール酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 ロプレソール錠２０ｍｇ 先発品

内用薬
メトプロロール酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 メトプリック錠２０ｍｇ 後発品

内用薬
メトプロロール酒石酸
塩

４０ｍｇ１錠 局 セロケン錠４０ｍｇ 先発品

内用薬
メトプロロール酒石酸
塩

４０ｍｇ１錠 局 ロプレソール錠４０ｍｇ 先発品

内用薬
メトプロロール酒石酸
塩

４０ｍｇ１錠 局
メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

内用薬
プロプラノロール塩酸
塩

６０ｍｇ１カプセル インデラルＬＡカプセル６０ｍｇ 先発品

内用薬
プロプラノロール塩酸
塩

６０ｍｇ１カプセル
プロプラノロール塩酸塩徐放カプ
セル６０ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルピン錠２０ 後発品

内用薬 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ペルジピン錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠
ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニバジール錠２ｍｇ 先発品

内用薬 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ナフトジール錠２ 後発品

内用薬 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニバジール錠４ｍｇ 先発品

内用薬 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ナフトジール錠４ 後発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

１ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠１ｍｇ 先発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

１ｍｇ１錠 局 カルバドゲン錠１ｍｇ 後発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

１ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 後発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

２ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠２ｍｇ 先発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシンＭ錠２「ＥＭＥＣ」 後発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナベ」 後発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 後発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

４ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠４ｍｇ 先発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

４ｍｇ１錠 局 カルバドゲン錠４ｍｇ 後発品

内用薬 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 カルスロット錠１０ 先発品

内用薬 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 カルバジン錠１０ｍｇ 後発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 カルスロット錠２０ 先発品

内用薬 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 カルバジン錠２０ｍｇ 後発品

内用薬 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 アーチスト錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局
カルベジロール錠１０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 シルニジピン １０ｍｇ１錠 アテレック錠１０ 先発品

内用薬 シルニジピン １０ｍｇ１錠
シルニジピン錠１０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ニューロタン錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ
「ケミファ」

後発品

内用薬 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 メトリジン錠２ｍｇ 先発品

内用薬 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 メトドリン錠２ 後発品

内用薬 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オー
ハラ」

後発品

内用薬 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 メトリジンＤ錠２ｍｇ 先発品

内用薬
ジヒドロエルゴタミン
メシル酸塩

１ｍｇ１錠 ジヒデルゴット錠１ｍｇ 後発品

内用薬 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 コメリアンコーワ錠１００ 先発品

内用薬 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠
ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日
医工」

後発品

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ヘルベッサー錠３０ 先発品

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠
ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＣＨ」

後発品

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル
ヘルベッサーＲカプセル１００ｍ
ｇ

先発品

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル
ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１
００ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル
１００ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ワソラン錠４０ｍｇ 準先発品

内用薬 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タ
イヨー」

後発品

内用薬 ジピリダモール １２．５％１ｇ アンギナール散１２．５％ 後発品

内用薬 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ペルサンチン錠１２．５ｍｇ 準先発品

内用薬 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 アンギナール錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 コロナモール錠２５ 後発品

内用薬 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ペルサンチン錠２５ｍｇ 準先発品

内用薬 トラピジル １００ｍｇ１錠 セオアニン錠１００ 後発品

内用薬 トラピジル １００ｍｇ１錠 ロコルナール錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン １％１ｇ セパミット細粒１％ 後発品

内用薬 ニフェジピン ２％１ｇ セパミット－Ｒ細粒２％ 先発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

後発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン２０ｍｇ徐放錠 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
エナラプリルマレイン
酸塩

１０ｍｇ１錠 局 レニベース錠１０ 先発品

内用薬 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セタプリル錠２５ｍｇ 先発品

内用薬 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セボチール錠２５ 後発品

内用薬 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 ゼストリル錠１０ 先発品

内用薬 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 ロンゲス錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局
リシノプリル錠１０ｍｇ「マイラ
ン」

後発品

内用薬 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 タナトリル錠５ 先発品

内用薬 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

後発品

内用薬
ペリンドプリルエルブ
ミン

４ｍｇ１錠 コバシル錠４ｍｇ 先発品

内用薬
ペリンドプリルエルブ
ミン

４ｍｇ１錠
ペリンドプリル錠４ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬
ペリンドプリルエルブ
ミン

４ｍｇ１錠
ペリンドプリルエルブミン錠４ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

内用薬
メトプロロール酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 セロケン錠２０ｍｇ 先発品

内用薬
メトプロロール酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 ロプレソール錠２０ｍｇ 先発品

内用薬
メトプロロール酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 メトプリック錠２０ｍｇ 後発品

内用薬
メトプロロール酒石酸
塩

４０ｍｇ１錠 局 セロケン錠４０ｍｇ 先発品

内用薬
メトプロロール酒石酸
塩

４０ｍｇ１錠 局 ロプレソール錠４０ｍｇ 先発品

内用薬
メトプロロール酒石酸
塩

４０ｍｇ１錠 局
メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

内用薬
プロプラノロール塩酸
塩

６０ｍｇ１カプセル インデラルＬＡカプセル６０ｍｇ 先発品

内用薬
プロプラノロール塩酸
塩

６０ｍｇ１カプセル
プロプラノロール塩酸塩徐放カプ
セル６０ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルピン錠２０ 後発品

内用薬 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ペルジピン錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠
ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニバジール錠２ｍｇ 先発品

内用薬 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ナフトジール錠２ 後発品

内用薬 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニバジール錠４ｍｇ 先発品

内用薬 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ナフトジール錠４ 後発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

１ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠１ｍｇ 先発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

１ｍｇ１錠 局 カルバドゲン錠１ｍｇ 後発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

１ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 後発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

２ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠２ｍｇ 先発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシンＭ錠２「ＥＭＥＣ」 後発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナベ」 後発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 後発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

４ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠４ｍｇ 先発品

内用薬
ドキサゾシンメシル酸
塩

４ｍｇ１錠 局 カルバドゲン錠４ｍｇ 後発品

内用薬 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 カルスロット錠１０ 先発品

内用薬 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 カルバジン錠１０ｍｇ 後発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

５ｍｇ１錠 局
プラバスタチンナトリウム錠５ｍ
ｇ「ＮＰ」

後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

５ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

５ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケ
ミファ」

後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 局 メバロチン錠１０ 先発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 局 アルセチン錠１０ 後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ
「タナベ」

後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「ケミファ」

後発品

内用薬 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポバス錠５ 先発品

内用薬 シンバスタチン ５ｍｇ１錠
シンバスタチン錠５ｍｇ「アメ
ル」

後発品

内用薬 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 ラミアン錠５ｍｇ 後発品

内用薬
フルバスタチンナトリ
ウム

２０ｍｇ１錠 ローコール錠２０ｍｇ 先発品

内用薬
フルバスタチンナトリ
ウム

２０ｍｇ１錠
フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬
アトルバスタチンカル
シウム水和物

５ｍｇ１錠 局 リピトール錠５ｍｇ 先発品

内用薬
アトルバスタチンカル
シウム水和物

５ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬
アトルバスタチンカル
シウム水和物

５ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

後発品

内用薬
アトルバスタチンカル
シウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 リピトール錠１０ｍｇ 先発品

内用薬
アトルバスタチンカル
シウム水和物

１０ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬
アトルバスタチンカル
シウム水和物

１０ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「トーワ」

後発品

内用薬
イフェンプロジル酒石
酸塩

２０ｍｇ１錠 アポノール錠２０ 後発品

内用薬
イフェンプロジル酒石
酸塩

２０ｍｇ１錠 セロクラール錠２０ｍｇ 先発品

内用薬
イフェンプロジル酒石
酸塩

２０ｍｇ１錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠２０
ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
ポリスチレンスルホン
酸ナトリウム

１ｇ 局 ケイキサレート散 先発品

内用薬
ポリスチレンスルホン
酸ナトリウム

７６％１ｇ
ケイキサレートドライシロップ７
６％

先発品

内用薬
ポリスチレンスルホン
酸カルシウム

９６．７％１ｇ
カリエードプラス散（分包）９
６．７％

後発品

内用薬
ポリスチレンスルホン
酸カルシウム

８９．２９％１ｇ
アーガメイト８９．２９％顆粒
５．６ｇ

後発品

内用薬
ポリスチレンスルホン
酸カルシウム

２０％２５ｇ１個 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 後発品

内用薬
ジヒドロエルゴトキシ
ンメシル酸塩

１ｍｇ１錠 エポス錠１ｍｇ 後発品

内用薬
ジヒドロエルゴトキシ
ンメシル酸塩

１ｍｇ１錠 ヒデルギン舌下錠１ｍｇ 準先発品

内用薬 ニセルゴリン １％１ｇ 局 サアミオン散１％ 先発品

内用薬 ニセルゴリン １％１ｇ 局 ニセルゴリン細粒１％「サワイ」 後発品

内用薬 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サアミオン錠５ｍｇ 先発品

内用薬 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 後発品

内用薬 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 後発品

内用薬 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 カルタン錠５００ 先発品

内用薬 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局
沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ
「三和」

後発品

内用薬 カルボシステイン ５０％１ｇ Ｃ－チステン細粒５０％ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル アダラートカプセル５ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル
ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル アダラートカプセル１０ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル アタナールカプセル１０ 後発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル
ニフェジピンカプセル１０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シグマート錠５ｍｇ 先発品

内用薬 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 後発品

内用薬 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 後発品

内用薬 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 後発品

内用薬 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 コニール錠４ 先発品

内用薬 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４「ＭＥＥＫ」 後発品

内用薬 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 コニプロス錠４ｍｇ 後発品

内用薬 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局
ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

後発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ 先発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ 先発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

２．５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

後発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ 先発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠 ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ 先発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明
治」

後発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

後発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ
「ＱＱ」

後発品

内用薬 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイトロール錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイロクール錠２０ 後発品

内用薬 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠
一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ
「タイヨー」

後発品

内用薬 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザリップ錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局
ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍ
ｇ「日医工」

後発品

内用薬
ポリエンホスファチジ
ルコリン

２５０ｍｇ１カプセル ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ 後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

５ｍｇ１錠 局 メバロチン錠５ 先発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

５ｍｇ１錠 局
プラバスタチンナトリウム錠５ｍ
ｇ「ＮＰ」

後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

５ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

５ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケ
ミファ」

後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 局 メバロチン錠１０ 先発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 局 アルセチン錠１０ 後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ
「タナベ」

後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「ケミファ」

後発品

内用薬 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポバス錠５ 先発品

内用薬 シンバスタチン ５ｍｇ１錠
シンバスタチン錠５ｍｇ「アメ
ル」

後発品

内用薬 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 ラミアン錠５ｍｇ 後発品

内用薬
フルバスタチンナトリ
ウム

２０ｍｇ１錠 ローコール錠２０ｍｇ 先発品

内用薬
フルバスタチンナトリ
ウム

２０ｍｇ１錠
フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬
アトルバスタチンカル
シウム水和物

５ｍｇ１錠 局 リピトール錠５ｍｇ 先発品

内用薬
アトルバスタチンカル
シウム水和物

５ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬
アトルバスタチンカル
シウム水和物

５ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

後発品

内用薬
アトルバスタチンカル
シウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 リピトール錠１０ｍｇ 先発品

内用薬
アトルバスタチンカル
シウム水和物

１０ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬
アトルバスタチンカル
シウム水和物

１０ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「トーワ」

後発品

内用薬
イフェンプロジル酒石
酸塩

２０ｍｇ１錠 アポノール錠２０ 後発品

内用薬
イフェンプロジル酒石
酸塩

２０ｍｇ１錠 セロクラール錠２０ｍｇ 先発品

内用薬
イフェンプロジル酒石
酸塩

２０ｍｇ１錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠２０
ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
ポリスチレンスルホン
酸ナトリウム

１ｇ 局 ケイキサレート散 先発品

内用薬
ポリスチレンスルホン
酸ナトリウム

７６％１ｇ
ケイキサレートドライシロップ７
６％

先発品

内用薬
ポリスチレンスルホン
酸カルシウム

９６．７％１ｇ
カリエードプラス散（分包）９
６．７％

後発品

内用薬
ポリスチレンスルホン
酸カルシウム

８９．２９％１ｇ
アーガメイト８９．２９％顆粒
５．６ｇ

後発品

内用薬
ポリスチレンスルホン
酸カルシウム

２０％２５ｇ１個 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 後発品

内用薬
ジヒドロエルゴトキシ
ンメシル酸塩

１ｍｇ１錠 エポス錠１ｍｇ 後発品

内用薬
ジヒドロエルゴトキシ
ンメシル酸塩

１ｍｇ１錠 ヒデルギン舌下錠１ｍｇ 準先発品

内用薬 ニセルゴリン １％１ｇ 局 サアミオン散１％ 先発品

内用薬 ニセルゴリン １％１ｇ 局 ニセルゴリン細粒１％「サワイ」 後発品

内用薬 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サアミオン錠５ｍｇ 先発品

内用薬 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 後発品

内用薬 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 後発品

内用薬 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 カルタン錠５００ 先発品

内用薬 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局
沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ
「三和」

後発品

内用薬 カルボシステイン ５０％１ｇ Ｃ－チステン細粒５０％ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル アダラートカプセル５ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル
ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル アダラートカプセル１０ｍｇ 先発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル アタナールカプセル１０ 後発品

内用薬 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル
ニフェジピンカプセル１０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シグマート錠５ｍｇ 先発品

内用薬 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 後発品

内用薬 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 後発品

内用薬 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 後発品

内用薬 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 コニール錠４ 先発品

内用薬 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４「ＭＥＥＫ」 後発品

内用薬 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 コニプロス錠４ｍｇ 後発品

内用薬 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局
ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

後発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ 先発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ 先発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

２．５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

後発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ 先発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠 ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ 先発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明
治」

後発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

後発品

内用薬
アムロジピンベシル酸
塩

５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ
「ＱＱ」

後発品

内用薬 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイトロール錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイロクール錠２０ 後発品

内用薬 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠
一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ
「タイヨー」

後発品

内用薬 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザリップ錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局
ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍ
ｇ「日医工」

後発品

内用薬
ポリエンホスファチジ
ルコリン

２５０ｍｇ１カプセル ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ 後発品

内用薬
プラバスタチンナトリ
ウム

５ｍｇ１錠 局 メバロチン錠５ 先発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 ジメチコン ２％１ｍＬ バルギン消泡内用液２％ 後発品

内用薬 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 後発品

内用薬 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペミンカプセル１ｍｇ 先発品

内用薬 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチパール錠２００ 後発品

内用薬 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タガメット錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 シメチジン ２００ｍｇ１錠
シメチジン錠２００ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 後発品

内用薬 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ザンタック錠１５０ 先発品

内用薬 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 後発品

内用薬 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ザンタック錠７５ 先発品

内用薬 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスター散１０％ 先発品

内用薬 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「サワイ」 後発品

内用薬 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスター散２％ 先発品

内用薬 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン細粒２％「サワイ」 後発品

内用薬 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモスタジン散２％ 後発品

内用薬 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「トーワ」 後発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスター錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠１０ 後発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスター錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠２０ 後発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモスタジンＤ錠１０ｍｇ 後発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠
ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠
ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ
「トーワ」

後発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 クリマーゲンＯＤ錠２０ｍｇ 後発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

後発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ
「トーワ」

後発品

内用薬 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 アシノン錠１５０ｍｇ 先発品

内用薬 ニザチジン ７５ｍｇ１錠 アシノン錠７５ｍｇ 先発品

内用薬 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチンカプセル１５０ 後発品

内用薬 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチンカプセル７５ 後発品

内用薬 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アランタＳＦ錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 イサロン錠１００ｍｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 カルボシステイン ５０％１ｇ ムコダイン細粒５０％ 先発品

内用薬 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコダイン錠２５０ｍｇ 先発品

内用薬 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコトロン錠２５０ｍｇ 後発品

内用薬 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠
カルボシステイン錠２５０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコダインシロップ５％ 先発品

内用薬 カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコトロンシロップ５％ 後発品

内用薬
Ｌ－メチルシステイン
塩酸塩

１００ｍｇ１錠 ゼオチン錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ビソルボン錠４ｍｇ 準先発品

内用薬 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ビソポロン錠４ｍｇ 後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１．５％１ｇ
アンブロキソール塩酸塩細粒１．
５％「タイヨー」

後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１５ｍｇ１錠 ムコブリン錠１５ｍｇ 後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１５ｍｇ１錠 アントブロン錠１５ｍｇ 後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１５ｍｇ１錠 ムコソルバン錠１５ｍｇ 先発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍ
ｇ「タナベ」

後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

４５ｍｇ１カプセル
アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセ
ル４５ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

４５ｍｇ１カプセル ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ 先発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１．５％１ｇ 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ 先発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１．５％１ｇ
プルスマリンＡドライシロップ小
児用１．５％

後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

３％１ｇ プルスマリンＡ３％ＤＳ 後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

３％１ｇ ムコソルバンＤＳ３％ 先発品

内用薬 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオドール錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 テオフィリン １００ｍｇ１錠
テオフィリン徐放錠１００ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 テオフィリン ２０％１ｇ テオドールドライシロップ２０％ 先発品

内用薬 テオフィリン ２０％１ｇ テルバンスＤＳ２０％ 後発品

内用薬 テオフィリン ２０％１ｇ
テオフィリン徐放ドライシロップ
小児用２０％「サワイ」

後発品

内用薬
プロカテロール塩酸塩
水和物

０．０１％１ｇ
エステルチンドライシロップ０．
０１％

後発品

内用薬
プロカテロール塩酸塩
水和物

０．００５％１ｇ
メプチンドライシロップ０．００
５％

先発品

内用薬
クレンブテロール塩酸
塩

１０μｇ１錠
クレンブテロール塩酸塩錠１０μ
ｇ「タイヨー」

後発品

内用薬
クレンブテロール塩酸
塩

１０μｇ１錠 スピロペント錠１０μｇ 先発品

内用薬 耐性乳酸菌 １ｇ エントモール散 後発品

内用薬 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ散 後発品

内用薬 耐性乳酸菌 １錠 ビオフェルミンＲ錠 後発品

内用薬 カゼイ菌 １ｇ ビオラクチス散 後発品

内用薬 ビフィズス菌 １錠 ビオフェルミン錠剤 後発品

内用薬 ジメチコン ２％１ｍＬ ガスコンドロップ内用液２％ 準先発品

内用薬 ジメチコン ２％１ｍＬ バリトゲン消泡内用液２％ 後発品

内用薬 ジメチコン ２％１ｍＬ バロス消泡内用液２％ 後発品
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内用薬 ジメチコン ２％１ｍＬ バルギン消泡内用液２％ 後発品

内用薬 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 後発品

内用薬 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペミンカプセル１ｍｇ 先発品

内用薬 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチパール錠２００ 後発品

内用薬 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タガメット錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 シメチジン ２００ｍｇ１錠
シメチジン錠２００ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 後発品

内用薬 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ザンタック錠１５０ 先発品

内用薬 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 後発品

内用薬 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ザンタック錠７５ 先発品

内用薬 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスター散１０％ 先発品

内用薬 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「サワイ」 後発品

内用薬 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスター散２％ 先発品

内用薬 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン細粒２％「サワイ」 後発品

内用薬 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモスタジン散２％ 後発品

内用薬 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「トーワ」 後発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスター錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠１０ 後発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスター錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠２０ 後発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠１０ｍｇ 先発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモスタジンＤ錠１０ｍｇ 後発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠
ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠
ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ファモチジン １０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ
「トーワ」

後発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 クリマーゲンＯＤ錠２０ｍｇ 後発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

後発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ
「トーワ」

後発品

内用薬 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 アシノン錠１５０ｍｇ 先発品

内用薬 ニザチジン ７５ｍｇ１錠 アシノン錠７５ｍｇ 先発品

内用薬 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチンカプセル１５０ 後発品

内用薬 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチンカプセル７５ 後発品

内用薬 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アランタＳＦ錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 イサロン錠１００ｍｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 カルボシステイン ５０％１ｇ ムコダイン細粒５０％ 先発品

内用薬 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコダイン錠２５０ｍｇ 先発品

内用薬 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコトロン錠２５０ｍｇ 後発品

内用薬 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠
カルボシステイン錠２５０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコダインシロップ５％ 先発品

内用薬 カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコトロンシロップ５％ 後発品

内用薬
Ｌ－メチルシステイン
塩酸塩

１００ｍｇ１錠 ゼオチン錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ビソルボン錠４ｍｇ 準先発品

内用薬 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ビソポロン錠４ｍｇ 後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１．５％１ｇ
アンブロキソール塩酸塩細粒１．
５％「タイヨー」

後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１５ｍｇ１錠 ムコブリン錠１５ｍｇ 後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１５ｍｇ１錠 アントブロン錠１５ｍｇ 後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１５ｍｇ１錠 ムコソルバン錠１５ｍｇ 先発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍ
ｇ「タナベ」

後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

４５ｍｇ１カプセル
アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセ
ル４５ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

４５ｍｇ１カプセル ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ 先発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１．５％１ｇ 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ 先発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

１．５％１ｇ
プルスマリンＡドライシロップ小
児用１．５％

後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

３％１ｇ プルスマリンＡ３％ＤＳ 後発品

内用薬
アンブロキソール塩酸
塩

３％１ｇ ムコソルバンＤＳ３％ 先発品

内用薬 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオドール錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 テオフィリン １００ｍｇ１錠
テオフィリン徐放錠１００ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 テオフィリン ２０％１ｇ テオドールドライシロップ２０％ 先発品

内用薬 テオフィリン ２０％１ｇ テルバンスＤＳ２０％ 後発品

内用薬 テオフィリン ２０％１ｇ
テオフィリン徐放ドライシロップ
小児用２０％「サワイ」

後発品

内用薬
プロカテロール塩酸塩
水和物

０．０１％１ｇ
エステルチンドライシロップ０．
０１％

後発品

内用薬
プロカテロール塩酸塩
水和物

０．００５％１ｇ
メプチンドライシロップ０．００
５％

先発品

内用薬
クレンブテロール塩酸
塩

１０μｇ１錠
クレンブテロール塩酸塩錠１０μ
ｇ「タイヨー」

後発品

内用薬
クレンブテロール塩酸
塩

１０μｇ１錠 スピロペント錠１０μｇ 先発品

内用薬 耐性乳酸菌 １ｇ エントモール散 後発品

内用薬 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ散 後発品

内用薬 耐性乳酸菌 １錠 ビオフェルミンＲ錠 後発品

内用薬 カゼイ菌 １ｇ ビオラクチス散 後発品

内用薬 ビフィズス菌 １錠 ビオフェルミン錠剤 後発品

内用薬 ジメチコン ２％１ｍＬ ガスコンドロップ内用液２％ 準先発品

内用薬 ジメチコン ２％１ｍＬ バリトゲン消泡内用液２％ 後発品

内用薬 ジメチコン ２％１ｍＬ バロス消泡内用液２％ 後発品
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内用薬
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン １ｇ アズレミン配合細粒 後発品

内用薬
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン １ｇ

アズレン・グルタミン配合細粒
「ＥＭＥＣ」

後発品

内用薬
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン １ｇ マーズレンＳ配合顆粒 準先発品

内用薬
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン １ｇ グロリアミン配合顆粒 後発品

内用薬 サナクターゼ配合剤 １ｇ エクセラーゼ配合顆粒 後発品

内用薬 サナクターゼ配合剤 １カプセル エクセラーゼ配合カプセル 後発品

内用薬
ビオヂアスターゼ１０
００配合剤

１カプセル フェルターゼ配合カプセル 後発品

内用薬
ジアスターゼ・生薬配
合剤

１ｇ ＯＭ配合散 後発品

内用薬 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグラックス細粒８３％ 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグラックス錠２５０ｍｇ 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグミット錠２５０ｍｇ 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグラックス錠３３０ｍｇ 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグミット錠３３０ｍｇ 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグラックス錠５００ｍｇ 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグミット錠５００ｍｇ 後発品

内用薬
水酸化アルミニウムゲル・
水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液 後発品

内用薬
水酸化アルミニウムゲル・
水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液分包 後発品

内用薬
水酸化アルミニウムゲル・
水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マルファ配合内服液 後発品

内用薬
水酸化アルミニウムゲル・
水酸化マグネシウム

１ｇ マーロックス懸濁用配合顆粒 後発品

内用薬 センノシド ８％１ｇ
センノサイド顆粒８％「ＥＭＥ
Ｃ」

後発品

内用薬 センノシド １２ｍｇ１錠 フォルセニッド錠１２ｍｇ 後発品

内用薬 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「フソー」 後発品

内用薬 センノシド １２ｍｇ１錠
センノサイド錠１２ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 センノシド １２ｍｇ１錠 センナリド錠１２ｍｇ 後発品

内用薬 センノシド １２ｍｇ１錠 プルゼニド錠１２ｍｇ 準先発品

内用薬 センノシド １２ｍｇ１錠
センノシド錠１２ｍｇ「セイ
コー」

後発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

２．５ｍｇ１錠 シンラック錠２．５ 後発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ラキソベロン錠２．５ｍｇ 先発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

０．７５％１ｍＬ コンスーベン内用液０．７５％ 後発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

０．７５％１ｍＬ シンラック内用液０．７５％ 後発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

０．７５％１ｍＬ ラキソベロン内用液０．７５％ 先発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

０．７５％１ｍＬ
ピコスルファートナトリウム内用
液０．７５％「ＣＨＯＳ」

後発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

０．７５％１ｍＬ
ピコスルファートナトリウム内用
液０．７５％「タナベ」

後発品

内用薬
ウルソデオキシコール
酸

１００ｍｇ１錠 局 ウルソ錠１００ｍｇ 準先発品

内用薬
ウルソデオキシコール
酸

１００ｍｇ１錠 局
ウルソデオキシコール酸錠１００
ｍｇ「ＺＥ」

後発品

内用薬
ウルソデオキシコール
酸

１００ｍｇ１錠 局
ウルソデオキシコール酸錠１００
ｍｇ「トーワ」

後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 スルピリド ５０％１ｇ ドグマチール細粒５０％ 先発品

内用薬 スルピリド ５０％１ｇ ミラドール細粒５０％ 先発品

内用薬 スルピリド ５０％１ｇ スルピリド細粒５０％「アメル」 後発品

内用薬 スルピリド ５０％１ｇ アビリット細粒５０％ 先発品

内用薬 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ（ＴＹＫ） 後発品

内用薬 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ミラドール錠５０ 先発品

内用薬 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 後発品

内用薬 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 アビリット錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 後発品

内用薬 テプレノン １０％１ｇ セルベックス細粒１０％ 先発品

内用薬 テプレノン １０％１ｇ セルテプノン細粒１０％ 後発品

内用薬 レバミピド １００ｍｇ１錠 局
レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

後発品

内用薬 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 ムコスタ錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 レバミピド １００ｍｇ１錠 局
レバミピド錠１００ｍｇ「タナ
ベ」

後発品

内用薬 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「明治」 後発品

内用薬 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＹＤ」 後発品

内用薬 レバミピド １００ｍｇ１錠 局
レバミピド錠１００ｍｇ「ファイ
ザー」

後発品

内用薬 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラール錠２０ 先発品

内用薬 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾン錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オブランゼ錠２０ 後発品

内用薬 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠
オメプラゾール錠２０ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 タケプロンＯＤ錠１５ 先発品

内用薬 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「ＤＫ」

後発品

内用薬 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「タイヨー」

後発品

内用薬 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 タケプロンＯＤ錠３０ 先発品

内用薬 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「ＤＫ」

後発品

内用薬 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ポラプレジンク １５％１ｇ プロマック顆粒１５％ 先発品

内用薬 ポラプレジンク １５％１ｇ
ポラプレジンク顆粒１５％「Ｃ
Ｈ」

後発品

内用薬
ラベプラゾールナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 パリエット錠１０ｍｇ 先発品

内用薬
ラベプラゾールナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠
ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ
「明治」

後発品

内用薬
ラベプラゾールナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠
ラベプラゾールナトリウム錠１０
ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
ラベプラゾールナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠
ラベプラゾールナトリウム錠１０
ｍｇ「ゼリア」

後発品

内用薬 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ サンメール内用液５％ 後発品

内用薬 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルロイドＧ内用液５％ 準先発品

－ 20 －



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン １ｇ アズレミン配合細粒 後発品

内用薬
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン １ｇ

アズレン・グルタミン配合細粒
「ＥＭＥＣ」

後発品

内用薬
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン １ｇ マーズレンＳ配合顆粒 準先発品

内用薬
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン １ｇ グロリアミン配合顆粒 後発品

内用薬 サナクターゼ配合剤 １ｇ エクセラーゼ配合顆粒 後発品

内用薬 サナクターゼ配合剤 １カプセル エクセラーゼ配合カプセル 後発品

内用薬
ビオヂアスターゼ１０
００配合剤

１カプセル フェルターゼ配合カプセル 後発品

内用薬
ジアスターゼ・生薬配
合剤

１ｇ ＯＭ配合散 後発品

内用薬 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグラックス細粒８３％ 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグラックス錠２５０ｍｇ 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグミット錠２５０ｍｇ 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグラックス錠３３０ｍｇ 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグミット錠３３０ｍｇ 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグラックス錠５００ｍｇ 後発品

内用薬 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグミット錠５００ｍｇ 後発品

内用薬
水酸化アルミニウムゲル・
水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液 後発品

内用薬
水酸化アルミニウムゲル・
水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液分包 後発品

内用薬
水酸化アルミニウムゲル・
水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マルファ配合内服液 後発品

内用薬
水酸化アルミニウムゲル・
水酸化マグネシウム

１ｇ マーロックス懸濁用配合顆粒 後発品

内用薬 センノシド ８％１ｇ
センノサイド顆粒８％「ＥＭＥ
Ｃ」

後発品

内用薬 センノシド １２ｍｇ１錠 フォルセニッド錠１２ｍｇ 後発品

内用薬 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「フソー」 後発品

内用薬 センノシド １２ｍｇ１錠
センノサイド錠１２ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 センノシド １２ｍｇ１錠 センナリド錠１２ｍｇ 後発品

内用薬 センノシド １２ｍｇ１錠 プルゼニド錠１２ｍｇ 準先発品

内用薬 センノシド １２ｍｇ１錠
センノシド錠１２ｍｇ「セイ
コー」

後発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

２．５ｍｇ１錠 シンラック錠２．５ 後発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ラキソベロン錠２．５ｍｇ 先発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

０．７５％１ｍＬ コンスーベン内用液０．７５％ 後発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

０．７５％１ｍＬ シンラック内用液０．７５％ 後発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

０．７５％１ｍＬ ラキソベロン内用液０．７５％ 先発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

０．７５％１ｍＬ
ピコスルファートナトリウム内用
液０．７５％「ＣＨＯＳ」

後発品

内用薬
ピコスルファートナト
リウム水和物

０．７５％１ｍＬ
ピコスルファートナトリウム内用
液０．７５％「タナベ」

後発品

内用薬
ウルソデオキシコール
酸

１００ｍｇ１錠 局 ウルソ錠１００ｍｇ 準先発品

内用薬
ウルソデオキシコール
酸

１００ｍｇ１錠 局
ウルソデオキシコール酸錠１００
ｍｇ「ＺＥ」

後発品

内用薬
ウルソデオキシコール
酸

１００ｍｇ１錠 局
ウルソデオキシコール酸錠１００
ｍｇ「トーワ」

後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 スルピリド ５０％１ｇ ドグマチール細粒５０％ 先発品

内用薬 スルピリド ５０％１ｇ ミラドール細粒５０％ 先発品

内用薬 スルピリド ５０％１ｇ スルピリド細粒５０％「アメル」 後発品

内用薬 スルピリド ５０％１ｇ アビリット細粒５０％ 先発品

内用薬 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ（ＴＹＫ） 後発品

内用薬 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ミラドール錠５０ 先発品

内用薬 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 後発品

内用薬 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 アビリット錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 後発品

内用薬 テプレノン １０％１ｇ セルベックス細粒１０％ 先発品

内用薬 テプレノン １０％１ｇ セルテプノン細粒１０％ 後発品

内用薬 レバミピド １００ｍｇ１錠 局
レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

後発品

内用薬 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 ムコスタ錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 レバミピド １００ｍｇ１錠 局
レバミピド錠１００ｍｇ「タナ
ベ」

後発品

内用薬 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「明治」 後発品

内用薬 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＹＤ」 後発品

内用薬 レバミピド １００ｍｇ１錠 局
レバミピド錠１００ｍｇ「ファイ
ザー」

後発品

内用薬 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラール錠２０ 先発品

内用薬 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾン錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オブランゼ錠２０ 後発品

内用薬 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠
オメプラゾール錠２０ｍｇ「日医
工」

後発品

内用薬 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 タケプロンＯＤ錠１５ 先発品

内用薬 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「ＤＫ」

後発品

内用薬 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「タイヨー」

後発品

内用薬 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 タケプロンＯＤ錠３０ 先発品

内用薬 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「ＤＫ」

後発品

内用薬 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ポラプレジンク １５％１ｇ プロマック顆粒１５％ 先発品

内用薬 ポラプレジンク １５％１ｇ
ポラプレジンク顆粒１５％「Ｃ
Ｈ」

後発品

内用薬
ラベプラゾールナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 パリエット錠１０ｍｇ 先発品

内用薬
ラベプラゾールナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠
ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ
「明治」

後発品

内用薬
ラベプラゾールナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠
ラベプラゾールナトリウム錠１０
ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
ラベプラゾールナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠
ラベプラゾールナトリウム錠１０
ｍｇ「ゼリア」

後発品

内用薬 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ サンメール内用液５％ 後発品

内用薬 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルロイドＧ内用液５％ 準先発品

－ 21 －



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 アルファカルシドール １μｇ１錠 ワンアルファ錠１．０μｇ 先発品

内用薬 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプセ
ル

アルカドールカプセル０．２５ 後発品

内用薬 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプセ
ル

アルファロールカプセル０．２５
μｇ

先発品

内用薬 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプセ
ル

ディーアルファカプセル０．２５ 後発品

内用薬 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプセ
ル

ワークミンカプセル０．２５ 後発品

内用薬 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル
アルファカルシドール０．５μｇ
カプセル

後発品

内用薬 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル
アルファロールカプセル０．５μ
ｇ

先発品

内用薬 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ワークミンカプセル０．５ 後発品

内用薬 アルファカルシドール １μｇ１カプセル
アルファカルシドール１μｇカプ
セル

後発品

内用薬 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファロールカプセル１μｇ 先発品

内用薬 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ワークミンカプセル１．０ 後発品

内用薬 カルシトリオール
０．２５μｇ１カプセ
ル

ロカルトロールカプセル０．２５ 先発品

内用薬 カルシトリオール
０．２５μｇ１カプセ
ル

オタノールカプセル０．２５ 後発品

内用薬 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ビオトーワ錠２５ｍｇ 後発品

内用薬
フラビンアデニンジヌ
クレオチド

５ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠５ｍｇ 後発品

内用薬
フラビンアデニンジヌ
クレオチド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ツルハラ」 後発品

内用薬
フラビンアデニンジヌ
クレオチド

１０ｍｇ１錠 フラビタン錠１０ｍｇ 準先発品

内用薬 パンテチン ２０％１ｇ パントシン散２０％ 準先発品

内用薬 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒２０％「ＫＮ」 後発品

内用薬
ピリドキサールリン酸
エステル水和物

２０ｍｇ１錠 ピドキサール錠２０ｍｇ 準先発品

内用薬
ピリドキサールリン酸
エステル水和物

２０ｍｇ１錠 リボビックス錠２０ｍｇ 後発品

内用薬 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバマイド錠２５０μｇ 準先発品

内用薬 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠
コバマミド錠２５０μｇ「ツルハ
ラ」

後発品

内用薬 メコバラミン
０．１％５００ｍｇ１
包

メチコバール細粒０．１％ 後発品

内用薬 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メチコバール錠２５０μｇ 後発品

内用薬 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００「トーワ」 後発品

内用薬 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバール錠５００μｇ 後発品

内用薬 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチクール錠５００μｇ 後発品

内用薬
アスコルビン酸・パン
トテン酸カルシウム

１ｇ デラキシー配合顆粒 後発品

内用薬
Ｌ－アスパラギン酸カ
ルシウム水和物

１錠
Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００
ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 硫酸鉄水和物 １錠 テツクール徐放錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 溶性ピロリン酸第二鉄 １ｍＬ インクレミンシロップ５％ 後発品

内用薬 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 スローケー錠６００ｍｇ 先発品

内用薬 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 ケーサプライ錠６００ｍｇ 後発品

内用薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

１０％１ｇ アドナ散１０％ 準先発品

内用薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

１０％１ｇ ラノビ細粒１０％ 後発品

内用薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 タジン錠３０ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
トリメブチンマレイン
酸塩

１００ｍｇ１錠 セレキノン錠１００ｍｇ 先発品

内用薬
トリメブチンマレイン
酸塩

１００ｍｇ１錠
トリメブチンマレイン酸塩錠１０
０ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬 メサラジン ２５０ｍｇ１錠
メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫ
Ｐ」

後発品

内用薬 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 ペンタサ錠２５０ｍｇ 先発品

内用薬
ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 セレスターナ配合錠 後発品

内用薬
ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 セレスタミン配合錠 準先発品

内用薬
クロルマジノン酢酸エ
ステル

２５ｍｇ１錠 プロスタール錠２５ 先発品

内用薬
クロルマジノン酢酸エ
ステル

２５ｍｇ１錠 プロスタット錠２５ｍｇ 後発品

内用薬
メドロキシプロゲステ
ロン酢酸エステル

５ｍｇ１錠 ヒスロン錠５ 準先発品

内用薬
メドロキシプロゲステ
ロン酢酸エステル

５ｍｇ１錠 プロゲストン錠５ｍｇ 後発品

内用薬
メドロキシプロゲステ
ロン酢酸エステル

２００ｍｇ１錠 プロゲストン錠２００ 後発品

内用薬
メドロキシプロゲステ
ロン酢酸エステル

２００ｍｇ１錠 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルナクリン錠５０ 準先発品

内用薬 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルニアチン錠５０ 後発品

内用薬 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ブラダロン錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボサート錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ウロステート錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ウテメリン錠５ｍｇ 先発品

内用薬 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ルテオニン錠５ｍｇ 後発品

内用薬 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ポラキス錠２ 先発品

内用薬 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オリベート錠２ 後発品

内用薬 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 バップフォー錠１０ 先発品

内用薬 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベンズフォー錠１０ｍｇ 後発品

内用薬 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ミクトノーム錠１０ｍｇ 後発品

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

後発品

内用薬 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ 先発品

内用薬 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２
ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２
ｍｇ「明治」

後発品

内用薬 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２
ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬
オオウメガサソウエキス・
ハコヤナギエキス配合剤

１錠 エピカルス配合錠 後発品

内用薬
オオウメガサソウエキス・
ハコヤナギエキス配合剤

１錠 エビプロスタット配合錠ＳＧ 準先発品

内用薬
オオウメガサソウエキス・
ハコヤナギエキス配合剤

１錠 エビプロスタット配合錠ＤＢ 準先発品

内用薬 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 カルフィーナ錠０．２５μｇ 後発品

内用薬 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．２５μｇ 先発品

内用薬 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠
アルファカルシドール０．５μｇ
錠

後発品

内用薬 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．５μｇ 先発品

内用薬 アルファカルシドール １μｇ１錠 アルファカルシドール１μｇ錠 後発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 アルファカルシドール １μｇ１錠 ワンアルファ錠１．０μｇ 先発品

内用薬 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプセ
ル

アルカドールカプセル０．２５ 後発品

内用薬 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプセ
ル

アルファロールカプセル０．２５
μｇ

先発品

内用薬 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプセ
ル

ディーアルファカプセル０．２５ 後発品

内用薬 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプセ
ル

ワークミンカプセル０．２５ 後発品

内用薬 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル
アルファカルシドール０．５μｇ
カプセル

後発品

内用薬 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル
アルファロールカプセル０．５μ
ｇ

先発品

内用薬 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ワークミンカプセル０．５ 後発品

内用薬 アルファカルシドール １μｇ１カプセル
アルファカルシドール１μｇカプ
セル

後発品

内用薬 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファロールカプセル１μｇ 先発品

内用薬 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ワークミンカプセル１．０ 後発品

内用薬 カルシトリオール
０．２５μｇ１カプセ
ル

ロカルトロールカプセル０．２５ 先発品

内用薬 カルシトリオール
０．２５μｇ１カプセ
ル

オタノールカプセル０．２５ 後発品

内用薬 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ビオトーワ錠２５ｍｇ 後発品

内用薬
フラビンアデニンジヌ
クレオチド

５ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠５ｍｇ 後発品

内用薬
フラビンアデニンジヌ
クレオチド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ツルハラ」 後発品

内用薬
フラビンアデニンジヌ
クレオチド

１０ｍｇ１錠 フラビタン錠１０ｍｇ 準先発品

内用薬 パンテチン ２０％１ｇ パントシン散２０％ 準先発品

内用薬 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒２０％「ＫＮ」 後発品

内用薬
ピリドキサールリン酸
エステル水和物

２０ｍｇ１錠 ピドキサール錠２０ｍｇ 準先発品

内用薬
ピリドキサールリン酸
エステル水和物

２０ｍｇ１錠 リボビックス錠２０ｍｇ 後発品

内用薬 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバマイド錠２５０μｇ 準先発品

内用薬 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠
コバマミド錠２５０μｇ「ツルハ
ラ」

後発品

内用薬 メコバラミン
０．１％５００ｍｇ１
包

メチコバール細粒０．１％ 後発品

内用薬 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メチコバール錠２５０μｇ 後発品

内用薬 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００「トーワ」 後発品

内用薬 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバール錠５００μｇ 後発品

内用薬 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチクール錠５００μｇ 後発品

内用薬
アスコルビン酸・パン
トテン酸カルシウム

１ｇ デラキシー配合顆粒 後発品

内用薬
Ｌ－アスパラギン酸カ
ルシウム水和物

１錠
Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００
ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 硫酸鉄水和物 １錠 テツクール徐放錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 溶性ピロリン酸第二鉄 １ｍＬ インクレミンシロップ５％ 後発品

内用薬 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 スローケー錠６００ｍｇ 先発品

内用薬 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 ケーサプライ錠６００ｍｇ 後発品

内用薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

１０％１ｇ アドナ散１０％ 準先発品

内用薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

１０％１ｇ ラノビ細粒１０％ 後発品

内用薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 タジン錠３０ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
トリメブチンマレイン
酸塩

１００ｍｇ１錠 セレキノン錠１００ｍｇ 先発品

内用薬
トリメブチンマレイン
酸塩

１００ｍｇ１錠
トリメブチンマレイン酸塩錠１０
０ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬 メサラジン ２５０ｍｇ１錠
メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫ
Ｐ」

後発品

内用薬 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 ペンタサ錠２５０ｍｇ 先発品

内用薬
ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 セレスターナ配合錠 後発品

内用薬
ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 セレスタミン配合錠 準先発品

内用薬
クロルマジノン酢酸エ
ステル

２５ｍｇ１錠 プロスタール錠２５ 先発品

内用薬
クロルマジノン酢酸エ
ステル

２５ｍｇ１錠 プロスタット錠２５ｍｇ 後発品

内用薬
メドロキシプロゲステ
ロン酢酸エステル

５ｍｇ１錠 ヒスロン錠５ 準先発品

内用薬
メドロキシプロゲステ
ロン酢酸エステル

５ｍｇ１錠 プロゲストン錠５ｍｇ 後発品

内用薬
メドロキシプロゲステ
ロン酢酸エステル

２００ｍｇ１錠 プロゲストン錠２００ 後発品

内用薬
メドロキシプロゲステ
ロン酢酸エステル

２００ｍｇ１錠 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルナクリン錠５０ 準先発品

内用薬 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルニアチン錠５０ 後発品

内用薬 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ブラダロン錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボサート錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ウロステート錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ウテメリン錠５ｍｇ 先発品

内用薬 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ルテオニン錠５ｍｇ 後発品

内用薬 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ポラキス錠２ 先発品

内用薬 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オリベート錠２ 後発品

内用薬 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 バップフォー錠１０ 先発品

内用薬 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベンズフォー錠１０ｍｇ 後発品

内用薬 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ミクトノーム錠１０ｍｇ 後発品

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

後発品

内用薬 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ 先発品

内用薬 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２
ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２
ｍｇ「明治」

後発品

内用薬 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２
ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬
オオウメガサソウエキス・
ハコヤナギエキス配合剤

１錠 エピカルス配合錠 後発品

内用薬
オオウメガサソウエキス・
ハコヤナギエキス配合剤

１錠 エビプロスタット配合錠ＳＧ 準先発品

内用薬
オオウメガサソウエキス・
ハコヤナギエキス配合剤

１錠 エビプロスタット配合錠ＤＢ 準先発品

内用薬 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 カルフィーナ錠０．２５μｇ 後発品

内用薬 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．２５μｇ 先発品

内用薬 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠
アルファカルシドール０．５μｇ
錠

後発品

内用薬 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．５μｇ 先発品

内用薬 アルファカルシドール １μｇ１錠 アルファカルシドール１μｇ錠 後発品
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内用薬
ベラプロストナトリウ
ム

２０μｇ１錠 局
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬
サルポグレラート塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 局 アンプラーグ錠１００ｍｇ 先発品

内用薬
サルポグレラート塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 局
サルポグレラート塩酸塩錠１００
ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
サルポグレラート塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 局
サルポグレラート塩酸塩錠１００
ｍｇ「マイラン」

後発品

内用薬 アスピリン １００ｍｇ１錠 バイアスピリン錠１００ｍｇ 後発品

内用薬
アスピリン・ダイアル
ミネート

８１ｍｇ１錠 バファリン配合錠Ａ８１ 後発品

内用薬
プロトポルフィリン二
ナトリウム

２０ｍｇ１錠 プロルモン錠２０ｍｇ 後発品

内用薬
エデト酸カルシウム二
ナトリウム水和物

５００ｍｇ１錠 ブライアン錠５００ｍｇ 後発品

内用薬 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒「マイラン」 後発品

内用薬 球形吸着炭 １ｇ クレメジン細粒分包２ｇ 先発品

内用薬 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ザイロリック錠１００ 先発品

内用薬 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロシトール錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ミニプラノール錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局
アロプリノール錠１００ｍｇ「ケ
ミファ」

後発品

内用薬 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局
アロプリノール錠１００ｍｇ「杏
林」

後発品

内用薬 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ナーカリシン錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ユリノーム錠２５ｍｇ 先発品

内用薬 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ユリノーム錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠
ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日
医工」

後発品

内用薬
クエン酸カリウム・クエン
酸ナトリウム水和物

１ｇ ウラリット－Ｕ配合散 先発品

内用薬
クエン酸カリウム・クエン
酸ナトリウム水和物

１ｇ ウロアシス配合散 後発品

内用薬 リゾチーム塩酸塩 ４５％１ｇ アクディーム細粒４５％ 後発品

内用薬 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ ノイチーム顆粒１０％ 準先発品

内用薬 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ レフトーゼ顆粒１０％ 準先発品

内用薬 リゾチーム塩酸塩 ９０ｍｇ１錠 ノイチーム錠９０ｍｇ 準先発品

内用薬 リゾチーム塩酸塩 ９０ｍｇ１カプセル アクディームカプセル９０ｍｇ 後発品

内用薬 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 オイグルコン錠１．２５ｍｇ 先発品

内用薬 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 パミルコン錠１．２５ｍｇ 後発品

内用薬 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ダオニール錠１．２５ｍｇ 先発品

内用薬 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠
グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ
「タナベ」

後発品

内用薬 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 オイグルコン錠２．５ｍｇ 先発品

内用薬 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 パミルコン錠２．５ｍｇ 後発品

内用薬 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ダオニール錠２．５ｍｇ 先発品

内用薬 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリミクロン錠４０ｍｇ 先発品

内用薬 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 後発品

内用薬 グリメピリド １ｍｇ１錠
グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

後発品

内用薬 グリメピリド １ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠１ｍｇ 先発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 ラノビ錠３０ 後発品

内用薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 アドナ錠３０ｍｇ 準先発品

内用薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠
カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
ウム錠３０ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬 トロンビン
１０，０００単位１ｇ
１包

経口用トロンビン細粒１万単位
「サワイ」

後発品

内用薬 トロンビン
１０，０００単位１ｇ
１包

経口用トロンビン細粒１万単位 準先発品

内用薬 トロンビン
５，０００単位０．５
ｇ１包

経口用トロンビン細粒０．５万単
位「サワイ」

後発品

内用薬 トロンビン
５，０００単位０．５
ｇ１包

経口用トロンビン細粒５千単位 準先発品

内用薬 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トランサミン錠２５０ｍｇ 準先発品

内用薬 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局
トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

後発品

内用薬 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 リカバリンカプセル２５０ｍｇ 後発品

内用薬 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トランサミンカプセル２５０ｍｇ 準先発品

内用薬 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ パナルジン細粒１０％ 先発品

内用薬 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ
チクロピジン塩酸塩細粒１０％
「サワイ」

後発品

内用薬 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩１００ｍｇ錠 後発品

内用薬 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 パナルジン錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠 後発品

内用薬 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局
シロスタゾール錠５０ｍｇ「マイ
ラン」

後発品

内用薬 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局
シロスタゾール錠５０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠 後発品

内用薬 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局
シロスタゾール錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局
シロスタゾール錠１００ｍｇ「日
医工」

後発品

内用薬 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠
シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 シロスタゾール １００ｍｇ１錠
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬
リマプロスト　アル
ファデクス

５μｇ１錠 オパルモン錠５μｇ 先発品

内用薬
リマプロスト　アル
ファデクス

５μｇ１錠 プロレナール錠５μｇ 先発品

内用薬
リマプロスト　アル
ファデクス

５μｇ１錠 リマルモン錠５μｇ 後発品

内用薬
リマプロスト　アル
ファデクス

５μｇ１錠
リマプロストアルファデクス錠５
μｇ「日医工」

後発品

内用薬 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパデールカプセル３００ 先発品

内用薬 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル アテロパンカプセル３００ 後発品

内用薬 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル
イコサペント酸エチルカプセル３
００ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 エパデールＳ６００ 先発品

内用薬 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包
イコサペント酸エチル粒状カプセ
ル６００ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
ベラプロストナトリウ
ム

２０μｇ１錠 局 ドルナー錠２０μｇ 先発品

内用薬
ベラプロストナトリウ
ム

２０μｇ１錠 局 プロサイリン錠２０ 先発品

内用薬
ベラプロストナトリウ
ム

２０μｇ１錠 局 プロルナー錠２０μｇ 後発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
ベラプロストナトリウ
ム

２０μｇ１錠 局
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬
サルポグレラート塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 局 アンプラーグ錠１００ｍｇ 先発品

内用薬
サルポグレラート塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 局
サルポグレラート塩酸塩錠１００
ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
サルポグレラート塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 局
サルポグレラート塩酸塩錠１００
ｍｇ「マイラン」

後発品

内用薬 アスピリン １００ｍｇ１錠 バイアスピリン錠１００ｍｇ 後発品

内用薬
アスピリン・ダイアル
ミネート

８１ｍｇ１錠 バファリン配合錠Ａ８１ 後発品

内用薬
プロトポルフィリン二
ナトリウム

２０ｍｇ１錠 プロルモン錠２０ｍｇ 後発品

内用薬
エデト酸カルシウム二
ナトリウム水和物

５００ｍｇ１錠 ブライアン錠５００ｍｇ 後発品

内用薬 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒「マイラン」 後発品

内用薬 球形吸着炭 １ｇ クレメジン細粒分包２ｇ 先発品

内用薬 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ザイロリック錠１００ 先発品

内用薬 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロシトール錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ミニプラノール錠１００ｍｇ 後発品

内用薬 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局
アロプリノール錠１００ｍｇ「ケ
ミファ」

後発品

内用薬 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局
アロプリノール錠１００ｍｇ「杏
林」

後発品

内用薬 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ナーカリシン錠２５ｍｇ 後発品

内用薬 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ユリノーム錠２５ｍｇ 先発品

内用薬 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ユリノーム錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠
ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日
医工」

後発品

内用薬
クエン酸カリウム・クエン
酸ナトリウム水和物

１ｇ ウラリット－Ｕ配合散 先発品

内用薬
クエン酸カリウム・クエン
酸ナトリウム水和物

１ｇ ウロアシス配合散 後発品

内用薬 リゾチーム塩酸塩 ４５％１ｇ アクディーム細粒４５％ 後発品

内用薬 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ ノイチーム顆粒１０％ 準先発品

内用薬 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ レフトーゼ顆粒１０％ 準先発品

内用薬 リゾチーム塩酸塩 ９０ｍｇ１錠 ノイチーム錠９０ｍｇ 準先発品

内用薬 リゾチーム塩酸塩 ９０ｍｇ１カプセル アクディームカプセル９０ｍｇ 後発品

内用薬 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 オイグルコン錠１．２５ｍｇ 先発品

内用薬 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 パミルコン錠１．２５ｍｇ 後発品

内用薬 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ダオニール錠１．２５ｍｇ 先発品

内用薬 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠
グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ
「タナベ」

後発品

内用薬 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 オイグルコン錠２．５ｍｇ 先発品

内用薬 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 パミルコン錠２．５ｍｇ 後発品

内用薬 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ダオニール錠２．５ｍｇ 先発品

内用薬 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリミクロン錠４０ｍｇ 先発品

内用薬 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 後発品

内用薬 グリメピリド １ｍｇ１錠
グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

後発品

内用薬 グリメピリド １ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠１ｍｇ 先発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 ラノビ錠３０ 後発品

内用薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 アドナ錠３０ｍｇ 準先発品

内用薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠
カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
ウム錠３０ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬 トロンビン
１０，０００単位１ｇ
１包

経口用トロンビン細粒１万単位
「サワイ」

後発品

内用薬 トロンビン
１０，０００単位１ｇ
１包

経口用トロンビン細粒１万単位 準先発品

内用薬 トロンビン
５，０００単位０．５
ｇ１包

経口用トロンビン細粒０．５万単
位「サワイ」

後発品

内用薬 トロンビン
５，０００単位０．５
ｇ１包

経口用トロンビン細粒５千単位 準先発品

内用薬 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トランサミン錠２５０ｍｇ 準先発品

内用薬 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局
トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

後発品

内用薬 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 リカバリンカプセル２５０ｍｇ 後発品

内用薬 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トランサミンカプセル２５０ｍｇ 準先発品

内用薬 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ パナルジン細粒１０％ 先発品

内用薬 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ
チクロピジン塩酸塩細粒１０％
「サワイ」

後発品

内用薬 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩１００ｍｇ錠 後発品

内用薬 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 パナルジン錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠 後発品

内用薬 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局
シロスタゾール錠５０ｍｇ「マイ
ラン」

後発品

内用薬 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局
シロスタゾール錠５０ｍｇ「サワ
イ」

後発品

内用薬 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠 後発品

内用薬 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局
シロスタゾール錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

内用薬 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局
シロスタゾール錠１００ｍｇ「日
医工」

後発品

内用薬 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠
シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 シロスタゾール １００ｍｇ１錠
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬
リマプロスト　アル
ファデクス

５μｇ１錠 オパルモン錠５μｇ 先発品

内用薬
リマプロスト　アル
ファデクス

５μｇ１錠 プロレナール錠５μｇ 先発品

内用薬
リマプロスト　アル
ファデクス

５μｇ１錠 リマルモン錠５μｇ 後発品

内用薬
リマプロスト　アル
ファデクス

５μｇ１錠
リマプロストアルファデクス錠５
μｇ「日医工」

後発品

内用薬 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパデールカプセル３００ 先発品

内用薬 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル アテロパンカプセル３００ 後発品

内用薬 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル
イコサペント酸エチルカプセル３
００ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 エパデールＳ６００ 先発品

内用薬 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包
イコサペント酸エチル粒状カプセ
ル６００ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
ベラプロストナトリウ
ム

２０μｇ１錠 局 ドルナー錠２０μｇ 先発品

内用薬
ベラプロストナトリウ
ム

２０μｇ１錠 局 プロサイリン錠２０ 先発品

内用薬
ベラプロストナトリウ
ム

２０μｇ１錠 局 プロルナー錠２０μｇ 後発品

－ 25 －



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
カモスタットメシル酸
塩

１００ｍｇ１錠 モスパン錠１００ 後発品

内用薬
カモスタットメシル酸
塩

１００ｍｇ１錠 フオイパン錠１００ｍｇ 先発品

内用薬
カモスタットメシル酸
塩

１００ｍｇ１錠
カモスタットメシル酸塩錠１００
ｍｇ「フソー」

後発品

内用薬 シクロスポリン １７％１ｇ
シクロスポリン細粒１７％「マイ
ラン」

後発品

内用薬 シクロスポリン １０％１ｍＬ サンディミュン内用液１０％ 先発品

内用薬 シクロスポリン １０％１ｍＬ ネオーラル内用液１０％ 先発品

内用薬 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 ハイチオール錠８０ 後発品

内用薬 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０「ＥＫ」 後発品

内用薬 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネダック錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠
エパルレスタット錠５０ｍｇ「タ
ナベ」

後発品

内用薬 メトトレキサート ２ｍｇ１錠
メトトレキサート錠２ｍｇ「タナ
ベ」

後発品

内用薬 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局 リウマトレックスカプセル２ｍｇ 先発品

内用薬 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局
メトトレキサートカプセル２ｍｇ
「マイラン」

後発品

内用薬
タモキシフェンクエン
酸塩

１０ｍｇ１錠 タスオミン錠１０ｍｇ 後発品

内用薬
タモキシフェンクエン
酸塩

１０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠１０ｍｇ 先発品

内用薬
タモキシフェンクエン
酸塩

２０ｍｇ１錠 タスオミン錠２０ｍｇ 後発品

内用薬
タモキシフェンクエン
酸塩

２０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５「ＫＮ」 後発品

内用薬 フルタミド １２５ｍｇ１錠 オダイン錠１２５ｍｇ 先発品

内用薬 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 カソデックス錠８０ｍｇ 先発品

内用薬 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠
ビカルタミド錠８０ｍｇ「あす
か」

後発品

内用薬 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「明治」 後発品

内用薬 メキタジン ３ｍｇ１錠 ゼスラン錠３ｍｇ 先発品

内用薬 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタゼノン錠３ｍｇ 後発品

内用薬
ｄ－クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩

６ｍｇ１錠 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ 後発品

内用薬
ｄ－クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩

０．０４％１０ｍＬ ポララミンシロップ０．０４％ 準先発品

内用薬
クレマスチンフマル酸
塩

１ｍｇ１錠 タベジール錠１ｍｇ 先発品

内用薬
クレマスチンフマル酸
塩

１ｍｇ１錠 テルギンＧ錠１ｍｇ 後発品

内用薬
クレマスチンフマル酸
塩

０．０１％１０ｍＬ タベジールシロップ０．０１％ 先発品

内用薬
クレマスチンフマル酸
塩

０．１％１ｇ
テルギンＧドライシロップ０．
１％

後発品

内用薬 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 リドーラ錠３ｍｇ 先発品

内用薬 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 グレリース錠３ｍｇ 後発品

内用薬 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アレジオン錠１０ 先発品

内用薬 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ユピテル錠１０ 後発品

内用薬 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アレジオン錠２０ 先発品

内用薬 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ
「ファイザー」

後発品

内用薬 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ
「サワイ」

後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 グリメピリド ３ｍｇ１錠
グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

後発品

内用薬 グリメピリド ３ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠３ｍｇ 先発品

内用薬 ブホルミン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ジベトス錠５０ｍｇ 後発品

内用薬 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メデット錠２５０ｍｇ 後発品

内用薬 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 グリコラン錠２５０ｍｇ 準先発品

内用薬 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトグルコ錠２５０ｍｇ 先発品

内用薬 アカルボース ５０ｍｇ１錠 グルコバイ錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＹＤ」 後発品

内用薬 アカルボース １００ｍｇ１錠 グルコバイ錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 アカルボース １００ｍｇ１錠
アカルボース錠１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．２ 先発品

内用薬 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤフィルム０．２
「ＱＱ」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「タイヨー」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「トーワ」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．３ 先発品

内用薬 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤフィルム０．３
「ＱＱ」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「ケミファ」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「タイヨー」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 スターシス錠３０ｍｇ 先発品

内用薬 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ファスティック錠３０ 先発品

内用薬 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局
ナテグリニド錠３０ｍｇ「マイラ
ン」

後発品

内用薬 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 スターシス錠９０ｍｇ 先発品

内用薬 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 ファスティック錠９０ 先発品

内用薬 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局
ナテグリニド錠９０ｍｇ「マイラ
ン」

後発品

内用薬 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 アクトス錠１５ 先発品

内用薬 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局
ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

後発品

内用薬
アデノシン三リン酸二
ナトリウム水和物

２０ｍｇ１錠 アデホスコーワ腸溶錠２０ 準先発品

内用薬
アデノシン三リン酸二
ナトリウム水和物

２０ｍｇ１錠 トリノシン腸溶錠２０ｍｇ 準先発品

内用薬
アデノシン三リン酸二
ナトリウム水和物

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 後発品

内用薬
アデノシン三リン酸二
ナトリウム水和物

２０ｍｇ１錠
ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「第一三
共」

準先発品

内用薬 ラクツロース ６５％１ｍＬ モニラック・シロップ６５％ 先発品

内用薬 ラクツロース ６５％１ｍＬ リフォロースシロップ６５％ 後発品

内用薬 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ カロリールゼリー４０．４９６％ 後発品

内用薬
カモスタットメシル酸
塩

１００ｍｇ１錠
カモスタットメシル酸塩１００ｍ
ｇ錠

後発品

－ 26 －



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
カモスタットメシル酸
塩

１００ｍｇ１錠 モスパン錠１００ 後発品

内用薬
カモスタットメシル酸
塩

１００ｍｇ１錠 フオイパン錠１００ｍｇ 先発品

内用薬
カモスタットメシル酸
塩

１００ｍｇ１錠
カモスタットメシル酸塩錠１００
ｍｇ「フソー」

後発品

内用薬 シクロスポリン １７％１ｇ
シクロスポリン細粒１７％「マイ
ラン」

後発品

内用薬 シクロスポリン １０％１ｍＬ サンディミュン内用液１０％ 先発品

内用薬 シクロスポリン １０％１ｍＬ ネオーラル内用液１０％ 先発品

内用薬 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 ハイチオール錠８０ 後発品

内用薬 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０「ＥＫ」 後発品

内用薬 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネダック錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠
エパルレスタット錠５０ｍｇ「タ
ナベ」

後発品

内用薬 メトトレキサート ２ｍｇ１錠
メトトレキサート錠２ｍｇ「タナ
ベ」

後発品

内用薬 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局 リウマトレックスカプセル２ｍｇ 先発品

内用薬 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局
メトトレキサートカプセル２ｍｇ
「マイラン」

後発品

内用薬
タモキシフェンクエン
酸塩

１０ｍｇ１錠 タスオミン錠１０ｍｇ 後発品

内用薬
タモキシフェンクエン
酸塩

１０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠１０ｍｇ 先発品

内用薬
タモキシフェンクエン
酸塩

２０ｍｇ１錠 タスオミン錠２０ｍｇ 後発品

内用薬
タモキシフェンクエン
酸塩

２０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠２０ｍｇ 先発品

内用薬 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５「ＫＮ」 後発品

内用薬 フルタミド １２５ｍｇ１錠 オダイン錠１２５ｍｇ 先発品

内用薬 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 カソデックス錠８０ｍｇ 先発品

内用薬 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠
ビカルタミド錠８０ｍｇ「あす
か」

後発品

内用薬 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「明治」 後発品

内用薬 メキタジン ３ｍｇ１錠 ゼスラン錠３ｍｇ 先発品

内用薬 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタゼノン錠３ｍｇ 後発品

内用薬
ｄ－クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩

６ｍｇ１錠 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ 後発品

内用薬
ｄ－クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩

０．０４％１０ｍＬ ポララミンシロップ０．０４％ 準先発品

内用薬
クレマスチンフマル酸
塩

１ｍｇ１錠 タベジール錠１ｍｇ 先発品

内用薬
クレマスチンフマル酸
塩

１ｍｇ１錠 テルギンＧ錠１ｍｇ 後発品

内用薬
クレマスチンフマル酸
塩

０．０１％１０ｍＬ タベジールシロップ０．０１％ 先発品

内用薬
クレマスチンフマル酸
塩

０．１％１ｇ
テルギンＧドライシロップ０．
１％

後発品

内用薬 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 リドーラ錠３ｍｇ 先発品

内用薬 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 グレリース錠３ｍｇ 後発品

内用薬 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アレジオン錠１０ 先発品

内用薬 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ユピテル錠１０ 後発品

内用薬 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アレジオン錠２０ 先発品

内用薬 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ
「ファイザー」

後発品

内用薬 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ
「サワイ」

後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 グリメピリド ３ｍｇ１錠
グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

後発品

内用薬 グリメピリド ３ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠３ｍｇ 先発品

内用薬 ブホルミン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ジベトス錠５０ｍｇ 後発品

内用薬 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メデット錠２５０ｍｇ 後発品

内用薬 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 グリコラン錠２５０ｍｇ 準先発品

内用薬 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトグルコ錠２５０ｍｇ 先発品

内用薬 アカルボース ５０ｍｇ１錠 グルコバイ錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＹＤ」 後発品

内用薬 アカルボース １００ｍｇ１錠 グルコバイ錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 アカルボース １００ｍｇ１錠
アカルボース錠１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．２ 先発品

内用薬 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤフィルム０．２
「ＱＱ」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「タイヨー」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「トーワ」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．３ 先発品

内用薬 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤフィルム０．３
「ＱＱ」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「ケミファ」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「タイヨー」

後発品

内用薬 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 スターシス錠３０ｍｇ 先発品

内用薬 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ファスティック錠３０ 先発品

内用薬 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局
ナテグリニド錠３０ｍｇ「マイラ
ン」

後発品

内用薬 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 スターシス錠９０ｍｇ 先発品

内用薬 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 ファスティック錠９０ 先発品

内用薬 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局
ナテグリニド錠９０ｍｇ「マイラ
ン」

後発品

内用薬 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 アクトス錠１５ 先発品

内用薬 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局
ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

後発品

内用薬
アデノシン三リン酸二
ナトリウム水和物

２０ｍｇ１錠 アデホスコーワ腸溶錠２０ 準先発品

内用薬
アデノシン三リン酸二
ナトリウム水和物

２０ｍｇ１錠 トリノシン腸溶錠２０ｍｇ 準先発品

内用薬
アデノシン三リン酸二
ナトリウム水和物

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 後発品

内用薬
アデノシン三リン酸二
ナトリウム水和物

２０ｍｇ１錠
ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「第一三
共」

準先発品

内用薬 ラクツロース ６５％１ｍＬ モニラック・シロップ６５％ 先発品

内用薬 ラクツロース ６５％１ｍＬ リフォロースシロップ６５％ 後発品

内用薬 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ カロリールゼリー４０．４９６％ 後発品

内用薬
カモスタットメシル酸
塩

１００ｍｇ１錠
カモスタットメシル酸塩１００ｍ
ｇ錠

後発品

－ 27 －



区分
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内用薬
ホスホマイシンカルシ
ウム水和物

５００ｍｇ１錠 ホスミシン錠５００ 先発品

内用薬
ホスホマイシンカルシ
ウム水和物

２５０ｍｇ１カプセル
ホスホマイシンカルシウムカプセ
ル２５０ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
ホスホマイシンカルシ
ウム水和物

４００ｍｇ１ｇ ホスミシンドライシロップ４００ 先発品

内用薬
ホスホマイシンカルシ
ウム水和物

４００ｍｇ１ｇ
ホスホマイシンカルシウムドライ
シロップ４０％「日医工」

後発品

内用薬 エリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局
エリスロマイシン錠２００ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ルリッド錠１５０ 先発品

内用薬 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠
ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ
「ＭＥＤ」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 先発品

内用薬 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリス錠５０小児用 先発品

内用薬 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局
クラリスロマイシン錠小児用５０
ｍｇ「タカタ」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局
クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小
児用「日医工」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリシッド錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリス錠２００ 先発品

内用薬 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局
クラリスロマイシン錠２００「Ｍ
ＥＥＫ」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「タカタ」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリスロマイシンＤＳ１０％
「ＭＥＥＫ」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリシッド・ドライシロップ１
０％小児用

先発品

内用薬 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリスドライシロップ１０％小
児用

先発品

内用薬 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリスロマイシンＤＳ１０％小
児用「ＴＹＫ」

後発品

内用薬
アジスロマイシン水和
物

１００ｍｇ１ｇ ジスロマック細粒小児用１０％ 先発品

内用薬
アジスロマイシン水和
物

１００ｍｇ１ｇ
アジスロマイシン小児用細粒１
０％「タカタ」

後発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ミノペン顆粒２％ 後発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ミノマイシン顆粒２％ 先発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ミノペン錠５０ 後発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ミノマイシン錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ミノペン錠１００ 後発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ミノマイシン錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ミノマイシンカプセル１００ｍｇ 先発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル
塩酸ミノサイクリンカプセル１０
０「日医工」

後発品

内用薬 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局
リファンピシンカプセル１５０ｍ
ｇ「サンド」

後発品

内用薬 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 アプテシンカプセル１５０ｍｇ 後発品

内用薬 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 リファジンカプセル１５０ｍｇ 先発品

内用薬 アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ 局
ファンギゾンシロップ１００ｍｇ
／ｍＬ

先発品

内用薬 アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ 局
ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍ
Ｌ

後発品

内用薬
サラゾスルファピリジ
ン

５００ｍｇ１錠 スラマ錠５００ｍｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠
プランルカスト錠１１２．５「Ｅ
Ｋ」

後発品

内用薬 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５「ＥＫ」 後発品

内用薬 プランルカスト水和物
１１２．５ｍｇ１カプ
セル

オノンカプセル１１２．５ｍｇ 先発品

内用薬 プランルカスト水和物 １０％１ｇ オノンドライシロップ１０％ 先発品

内用薬 プランルカスト水和物 １０％１ｇ
プランルカストＤＳ１０％「Ｅ
Ｋ」

後発品

内用薬 プランルカスト水和物 １０％１ｇ
プランルカストＤＳ１０％「タカ
タ」

後発品

内用薬 プランルカスト水和物 １０％１ｇ
プランルカストドライシロップ１
０％「マイラン」

後発品

内用薬
フェキソフェナジン塩
酸塩

６０ｍｇ１錠 アレグラ錠６０ｍｇ 先発品

内用薬
フェキソフェナジン塩
酸塩

６０ｍｇ１錠 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０
ｍｇ「ＥＥ」

後発品

内用薬
フェキソフェナジン塩
酸塩

６０ｍｇ１錠 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０
ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」

後発品

内用薬
フェキソフェナジン塩
酸塩

３０ｍｇ１錠 アレグラ錠３０ｍｇ 先発品

内用薬
フェキソフェナジン塩
酸塩

３０ｍｇ１錠 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０
ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」

後発品

内用薬 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶
塩酸バンコマイシン散０．５「Ｍ
ＥＥＫ」

後発品

内用薬 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶
塩酸バンコマイシン散０．５ｇ
「マイラン」

後発品

内用薬 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 ※
塩酸バンコマイシン散０．５ｇ
（シオノギ）

先発品

内用薬 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ サワシリン細粒１０％ 先発品

内用薬 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ パセトシン細粒１０％ 先発品

内用薬 アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒２００ 後発品

内用薬 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 サワシリンカプセル２５０ 先発品

内用薬 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 パセトシンカプセル２５０ 先発品

内用薬 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局
アモキシシリンカプセル２５０ｍ
ｇ「日医工」

後発品

内用薬 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ケフポリンカプセル２５０ 後発品

内用薬 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ケフラールカプセル２５０ｍｇ 先発品

内用薬 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフゾン細粒小児用１０％ 先発品

内用薬 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局
セフジニル細粒１０％小児用「日
医工」

後発品

内用薬 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフゾンカプセル１００ｍｇ 先発品

内用薬 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局
セフジニルカプセル１００ｍｇ
「ＴＹＫ」

後発品

内用薬 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局
セフジニルカプセル１００ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局
セフジニルカプセル１００ｍｇ
「タナベ」

後発品

内用薬
セフカペン　ピボキシ
ル塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局
フロモックス小児用細粒１００ｍ
ｇ

先発品

内用薬
セフカペン　ピボキシ
ル塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局
セフカペンピボキシル塩酸塩小児
用細粒１０％「サワイ」

後発品

内用薬
セフカペン　ピボキシ
ル塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 フロモックス錠１００ｍｇ 先発品

内用薬
セフカペン　ピボキシ
ル塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１
００ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬
セフカペン　ピボキシ
ル塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１
００ｍｇ「ＣＨ」

後発品

内用薬
セフカペン　ピボキシ
ル塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１
００ｍｇ「ＹＤ」

後発品

内用薬
ホスホマイシンカルシ
ウム水和物

２５０ｍｇ１錠 ホスミシン錠２５０ 先発品
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内用薬
ホスホマイシンカルシ
ウム水和物

５００ｍｇ１錠 ホスミシン錠５００ 先発品

内用薬
ホスホマイシンカルシ
ウム水和物

２５０ｍｇ１カプセル
ホスホマイシンカルシウムカプセ
ル２５０ｍｇ「日医工」

後発品

内用薬
ホスホマイシンカルシ
ウム水和物

４００ｍｇ１ｇ ホスミシンドライシロップ４００ 先発品

内用薬
ホスホマイシンカルシ
ウム水和物

４００ｍｇ１ｇ
ホスホマイシンカルシウムドライ
シロップ４０％「日医工」

後発品

内用薬 エリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局
エリスロマイシン錠２００ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ルリッド錠１５０ 先発品

内用薬 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠
ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ
「ＭＥＤ」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 先発品

内用薬 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリス錠５０小児用 先発品

内用薬 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局
クラリスロマイシン錠小児用５０
ｍｇ「タカタ」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局
クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小
児用「日医工」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリシッド錠２００ｍｇ 先発品

内用薬 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリス錠２００ 先発品

内用薬 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局
クラリスロマイシン錠２００「Ｍ
ＥＥＫ」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「タカタ」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリスロマイシンＤＳ１０％
「ＭＥＥＫ」

後発品

内用薬 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリシッド・ドライシロップ１
０％小児用

先発品

内用薬 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリスドライシロップ１０％小
児用

先発品

内用薬 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリスロマイシンＤＳ１０％小
児用「ＴＹＫ」

後発品

内用薬
アジスロマイシン水和
物

１００ｍｇ１ｇ ジスロマック細粒小児用１０％ 先発品

内用薬
アジスロマイシン水和
物

１００ｍｇ１ｇ
アジスロマイシン小児用細粒１
０％「タカタ」

後発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ミノペン顆粒２％ 後発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ミノマイシン顆粒２％ 先発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ミノペン錠５０ 後発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ミノマイシン錠５０ｍｇ 先発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ミノペン錠１００ 後発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ミノマイシン錠１００ｍｇ 先発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ミノマイシンカプセル１００ｍｇ 先発品

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル
塩酸ミノサイクリンカプセル１０
０「日医工」

後発品

内用薬 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局
リファンピシンカプセル１５０ｍ
ｇ「サンド」

後発品

内用薬 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 アプテシンカプセル１５０ｍｇ 後発品

内用薬 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 リファジンカプセル１５０ｍｇ 先発品

内用薬 アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ 局
ファンギゾンシロップ１００ｍｇ
／ｍＬ

先発品

内用薬 アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ 局
ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍ
Ｌ

後発品

内用薬
サラゾスルファピリジ
ン

５００ｍｇ１錠 スラマ錠５００ｍｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠
プランルカスト錠１１２．５「Ｅ
Ｋ」

後発品

内用薬 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５「ＥＫ」 後発品

内用薬 プランルカスト水和物
１１２．５ｍｇ１カプ
セル

オノンカプセル１１２．５ｍｇ 先発品

内用薬 プランルカスト水和物 １０％１ｇ オノンドライシロップ１０％ 先発品

内用薬 プランルカスト水和物 １０％１ｇ
プランルカストＤＳ１０％「Ｅ
Ｋ」

後発品

内用薬 プランルカスト水和物 １０％１ｇ
プランルカストＤＳ１０％「タカ
タ」

後発品

内用薬 プランルカスト水和物 １０％１ｇ
プランルカストドライシロップ１
０％「マイラン」

後発品

内用薬
フェキソフェナジン塩
酸塩

６０ｍｇ１錠 アレグラ錠６０ｍｇ 先発品

内用薬
フェキソフェナジン塩
酸塩

６０ｍｇ１錠 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０
ｍｇ「ＥＥ」

後発品

内用薬
フェキソフェナジン塩
酸塩

６０ｍｇ１錠 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０
ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」

後発品

内用薬
フェキソフェナジン塩
酸塩

３０ｍｇ１錠 アレグラ錠３０ｍｇ 先発品

内用薬
フェキソフェナジン塩
酸塩

３０ｍｇ１錠 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０
ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」

後発品

内用薬 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶
塩酸バンコマイシン散０．５「Ｍ
ＥＥＫ」

後発品

内用薬 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶
塩酸バンコマイシン散０．５ｇ
「マイラン」

後発品

内用薬 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 ※
塩酸バンコマイシン散０．５ｇ
（シオノギ）

先発品

内用薬 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ
「サワイ」

後発品

内用薬 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ サワシリン細粒１０％ 先発品

内用薬 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ パセトシン細粒１０％ 先発品

内用薬 アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒２００ 後発品

内用薬 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 サワシリンカプセル２５０ 先発品

内用薬 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 パセトシンカプセル２５０ 先発品

内用薬 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局
アモキシシリンカプセル２５０ｍ
ｇ「日医工」

後発品

内用薬 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ケフポリンカプセル２５０ 後発品

内用薬 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ケフラールカプセル２５０ｍｇ 先発品

内用薬 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフゾン細粒小児用１０％ 先発品

内用薬 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局
セフジニル細粒１０％小児用「日
医工」

後発品

内用薬 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフゾンカプセル１００ｍｇ 先発品

内用薬 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局
セフジニルカプセル１００ｍｇ
「ＴＹＫ」

後発品

内用薬 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局
セフジニルカプセル１００ｍｇ
「日医工」

後発品

内用薬 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局
セフジニルカプセル１００ｍｇ
「タナベ」

後発品

内用薬
セフカペン　ピボキシ
ル塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局
フロモックス小児用細粒１００ｍ
ｇ

先発品

内用薬
セフカペン　ピボキシ
ル塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局
セフカペンピボキシル塩酸塩小児
用細粒１０％「サワイ」

後発品

内用薬
セフカペン　ピボキシ
ル塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 フロモックス錠１００ｍｇ 先発品

内用薬
セフカペン　ピボキシ
ル塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１
００ｍｇ「サワイ」

後発品

内用薬
セフカペン　ピボキシ
ル塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１
００ｍｇ「ＣＨ」

後発品

内用薬
セフカペン　ピボキシ
ル塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１
００ｍｇ「ＹＤ」

後発品

内用薬
ホスホマイシンカルシ
ウム水和物

２５０ｍｇ１錠 ホスミシン錠２５０ 先発品

－ 29 －



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品

外用薬 イソフルラン １ｍＬ 局 エスカイン吸入麻酔液 後発品

外用薬 イソフルラン １ｍＬ 局 フォーレン吸入麻酔液 先発品

外用薬 セボフルラン １ｍＬ 局
セボフルラン吸入麻酔液「マイラ
ン」

後発品

外用薬 セボフルラン １ｍＬ 局 セボフレン吸入麻酔液 先発品

外用薬 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ 先発品

外用薬 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個
アセトアミノフェン坐剤小児用２
００ｍｇ「ＴＹＫ」

後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

１２．５ｍｇ１個 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ 先発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

１２．５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤１
２．５ｍｇ「ＪＧ」

後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

２５ｍｇ１個 ボルタレンサポ２５ｍｇ 先発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

２５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤２
５ｍｇ「ＪＧ」

後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

２５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤２
５ｍｇ「タナベ」

後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

５０ｍｇ１個 ボルタレンサポ５０ｍｇ 先発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

５０ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤５
０ｍｇ「ＪＧ」

後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

５０ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤５
０ｍｇ「タナベ」

後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

２５ｍｇ１筒 レクトス注腸軟膏２５ｍｇ 後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

５０ｍｇ１筒 レクトス注腸軟膏５０ｍｇ 後発品

外用薬 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 アネオール坐剤７５ 先発品

外用薬 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 エパテック坐剤７５ 先発品

外用薬 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 レイナノン坐剤７５ 後発品

外用薬 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ キシロカインゼリー２％ 準先発品

外用薬 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ アネトカインゼリー２％ 後発品

外用薬 リドカイン １ｇ キシロカインポンプスプレー８％ 後発品

外用薬 リドカイン
（１８ｍｇ）３０．５ｍ
ｍ×５０．０ｍｍ１枚

ユーパッチテープ１８ｍｇ 後発品

外用薬 リドカイン
（１８ｍｇ）３０．５ｍ
ｍ×５０．０ｍｍ１枚

ペンレステープ１８ｍｇ 先発品

外用薬 リドカイン
（１８ｍｇ）３０．５ｍ
ｍ×５０．０ｍｍ１枚

リドカインテープ１８ｍｇ「ニプ
ロ」

後発品

外用薬
アトロピン硫酸塩水和
物

１％１ｇ リュウアト１％眼軟膏 後発品

外用薬
アトロピン硫酸塩水和
物

１％５ｍＬ１瓶 日点アトロピン点眼液１％ 後発品

外用薬
オキシブプロカイン塩
酸塩

０．４％１ｍＬ ベノキシール点眼液０．４％ 先発品

外用薬
オキシブプロカイン塩
酸塩

０．４％１ｍＬ ネオベノール点眼液０．４％ 後発品

外用薬 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ
フルオロメトロン０．０２％点眼
液Ｔ

後発品

外用薬 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ フルメトロン点眼液０．０２％ 先発品

外用薬 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ
フルオロメトロン０．１％点眼液
Ｔ

後発品

外用薬 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルメトロン点眼液０．１％ 先発品

外用薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

０．１％１ｍＬ
リノロサール眼科耳鼻科用液０．
１％

後発品

外用薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

０．１％１ｍＬ
リンデロン点眼・点耳・点鼻液
０．１％

準先発品

外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 ゲンタロール点眼液０．３％ 後発品

外用薬
チモロールマレイン酸
塩

０．５％１ｍＬ
チモロールマレイン酸塩０．５％
１ｍＬ点眼液

後発品

外用薬
チモロールマレイン酸
塩

０．５％１ｍＬ チモプトール点眼液０．５％ 先発品

品　　　名区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
サラゾスルファピリジ
ン

５００ｍｇ１錠 サラゾピリン錠５００ｍｇ 先発品

内用薬
サラゾスルファピリジ
ン

５００ｍｇ１錠 アザスルファン腸溶錠５００ｍｇ 後発品

内用薬
サラゾスルファピリジ
ン

５００ｍｇ１錠 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ 先発品

内用薬 アシクロビル ４０％１ｇ ゾビラックス顆粒４０％ 先発品

内用薬 アシクロビル ４０％１ｇ ビクロックス顆粒４０％ 後発品

内用薬 アシクロビル ４０％１ｇ
アシクロビル顆粒４０％「サワ
イ」

後発品

内用薬 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ゾビラックス錠２００ 先発品

内用薬 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ビクロックス錠２００ 後発品

内用薬 アシクロビル ２００ｍｇ１錠
アシクロビル錠２００ｍｇ「マイ
ラン」

後発品

内用薬 アシクロビル ８％１ｍＬ 局 ビクロックスシロップ８％ 後発品

内用薬 アシクロビル ８０％１ｇ 局
アストリックドライシロップ８
０％

後発品

内用薬 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル ジフルカンカプセル１００ｍｇ 先発品

内用薬 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル
フルコナゾールカプセル１００ｍ
ｇ「Ｆ」

後発品

内用薬 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル
フルコナゾールカプセル１００ｍ
ｇ「マイラン」

後発品

内用薬 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル
フルコナゾールカプセル１００ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

内用薬 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠
イトラコナゾール錠５０「ＭＥＥ
Ｋ」

後発品

内用薬 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠
イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日
医工」

後発品

内用薬 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠
イトラコナゾール錠１００「ＭＥ
ＥＫ」

後発品

内用薬 イトラコナゾール ２００ｍｇ１錠
イトラコナゾール錠２００「ＭＥ
ＥＫ」

後発品

内用薬 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトリゾールカプセル５０ 先発品

内用薬 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトラートカプセル５０ 後発品

内用薬 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ラミシール錠１２５ｍｇ 先発品

内用薬 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ネドリール錠１２５ｍｇ 後発品

内用薬 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 ハイシジン錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 ハイシジン錠５００ｍｇ 後発品

内用薬
炭酸水素ナトリウム・
酒石酸

１ｇ バルギン発泡顆粒 後発品

内用薬
炭酸水素ナトリウム・
酒石酸

１ｇ バロス発泡顆粒－Ｓ 後発品

内用薬
炭酸水素ナトリウム・
酒石酸

１ｇ バリエース発泡顆粒 後発品

内用薬
炭酸水素ナトリウム・
酒石酸

１ｇ バックス発泡顆粒 後発品

内用薬
ナトリウム・カリウム
配合剤

１袋 ニフレック配合内用剤 先発品

内用薬
ナトリウム・カリウム
配合剤

１袋 ムーベン配合内用剤 後発品

内用薬 モルヒネ硫酸塩水和物 ２％１ｇ 麻 モルペス細粒２％ 後発品

内用薬 モルヒネ硫酸塩水和物 ６％１ｇ 麻 モルペス細粒６％ 後発品

内用薬 モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒３０ｍｇ 先発品

内用薬 モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒６０ｍｇ 先発品

－ 30 －



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品

外用薬 イソフルラン １ｍＬ 局 エスカイン吸入麻酔液 後発品

外用薬 イソフルラン １ｍＬ 局 フォーレン吸入麻酔液 先発品

外用薬 セボフルラン １ｍＬ 局
セボフルラン吸入麻酔液「マイラ
ン」

後発品

外用薬 セボフルラン １ｍＬ 局 セボフレン吸入麻酔液 先発品

外用薬 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ 先発品

外用薬 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個
アセトアミノフェン坐剤小児用２
００ｍｇ「ＴＹＫ」

後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

１２．５ｍｇ１個 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ 先発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

１２．５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤１
２．５ｍｇ「ＪＧ」

後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

２５ｍｇ１個 ボルタレンサポ２５ｍｇ 先発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

２５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤２
５ｍｇ「ＪＧ」

後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

２５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤２
５ｍｇ「タナベ」

後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

５０ｍｇ１個 ボルタレンサポ５０ｍｇ 先発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

５０ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤５
０ｍｇ「ＪＧ」

後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

５０ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤５
０ｍｇ「タナベ」

後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

２５ｍｇ１筒 レクトス注腸軟膏２５ｍｇ 後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

５０ｍｇ１筒 レクトス注腸軟膏５０ｍｇ 後発品

外用薬 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 アネオール坐剤７５ 先発品

外用薬 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 エパテック坐剤７５ 先発品

外用薬 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 レイナノン坐剤７５ 後発品

外用薬 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ キシロカインゼリー２％ 準先発品

外用薬 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ アネトカインゼリー２％ 後発品

外用薬 リドカイン １ｇ キシロカインポンプスプレー８％ 後発品

外用薬 リドカイン
（１８ｍｇ）３０．５ｍ
ｍ×５０．０ｍｍ１枚

ユーパッチテープ１８ｍｇ 後発品

外用薬 リドカイン
（１８ｍｇ）３０．５ｍ
ｍ×５０．０ｍｍ１枚

ペンレステープ１８ｍｇ 先発品

外用薬 リドカイン
（１８ｍｇ）３０．５ｍ
ｍ×５０．０ｍｍ１枚

リドカインテープ１８ｍｇ「ニプ
ロ」

後発品

外用薬
アトロピン硫酸塩水和
物

１％１ｇ リュウアト１％眼軟膏 後発品

外用薬
アトロピン硫酸塩水和
物

１％５ｍＬ１瓶 日点アトロピン点眼液１％ 後発品

外用薬
オキシブプロカイン塩
酸塩

０．４％１ｍＬ ベノキシール点眼液０．４％ 先発品

外用薬
オキシブプロカイン塩
酸塩

０．４％１ｍＬ ネオベノール点眼液０．４％ 後発品

外用薬 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ
フルオロメトロン０．０２％点眼
液Ｔ

後発品

外用薬 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ フルメトロン点眼液０．０２％ 先発品

外用薬 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ
フルオロメトロン０．１％点眼液
Ｔ

後発品

外用薬 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルメトロン点眼液０．１％ 先発品

外用薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

０．１％１ｍＬ
リノロサール眼科耳鼻科用液０．
１％

後発品

外用薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

０．１％１ｍＬ
リンデロン点眼・点耳・点鼻液
０．１％

準先発品

外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 ゲンタロール点眼液０．３％ 後発品

外用薬
チモロールマレイン酸
塩

０．５％１ｍＬ
チモロールマレイン酸塩０．５％
１ｍＬ点眼液

後発品

外用薬
チモロールマレイン酸
塩

０．５％１ｍＬ チモプトール点眼液０．５％ 先発品

品　　　名区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

内用薬
サラゾスルファピリジ
ン

５００ｍｇ１錠 サラゾピリン錠５００ｍｇ 先発品

内用薬
サラゾスルファピリジ
ン

５００ｍｇ１錠 アザスルファン腸溶錠５００ｍｇ 後発品

内用薬
サラゾスルファピリジ
ン

５００ｍｇ１錠 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ 先発品

内用薬 アシクロビル ４０％１ｇ ゾビラックス顆粒４０％ 先発品

内用薬 アシクロビル ４０％１ｇ ビクロックス顆粒４０％ 後発品

内用薬 アシクロビル ４０％１ｇ
アシクロビル顆粒４０％「サワ
イ」

後発品

内用薬 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ゾビラックス錠２００ 先発品

内用薬 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ビクロックス錠２００ 後発品

内用薬 アシクロビル ２００ｍｇ１錠
アシクロビル錠２００ｍｇ「マイ
ラン」

後発品

内用薬 アシクロビル ８％１ｍＬ 局 ビクロックスシロップ８％ 後発品

内用薬 アシクロビル ８０％１ｇ 局
アストリックドライシロップ８
０％

後発品

内用薬 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル ジフルカンカプセル１００ｍｇ 先発品

内用薬 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル
フルコナゾールカプセル１００ｍ
ｇ「Ｆ」

後発品

内用薬 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル
フルコナゾールカプセル１００ｍ
ｇ「マイラン」

後発品

内用薬 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル
フルコナゾールカプセル１００ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

内用薬 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠
イトラコナゾール錠５０「ＭＥＥ
Ｋ」

後発品

内用薬 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠
イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日
医工」

後発品

内用薬 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠
イトラコナゾール錠１００「ＭＥ
ＥＫ」

後発品

内用薬 イトラコナゾール ２００ｍｇ１錠
イトラコナゾール錠２００「ＭＥ
ＥＫ」

後発品

内用薬 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトリゾールカプセル５０ 先発品

内用薬 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトラートカプセル５０ 後発品

内用薬 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ラミシール錠１２５ｍｇ 先発品

内用薬 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ネドリール錠１２５ｍｇ 後発品

内用薬 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 ハイシジン錠２００ｍｇ 後発品

内用薬 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 ハイシジン錠５００ｍｇ 後発品

内用薬
炭酸水素ナトリウム・
酒石酸

１ｇ バルギン発泡顆粒 後発品

内用薬
炭酸水素ナトリウム・
酒石酸

１ｇ バロス発泡顆粒－Ｓ 後発品

内用薬
炭酸水素ナトリウム・
酒石酸

１ｇ バリエース発泡顆粒 後発品

内用薬
炭酸水素ナトリウム・
酒石酸

１ｇ バックス発泡顆粒 後発品

内用薬
ナトリウム・カリウム
配合剤

１袋 ニフレック配合内用剤 先発品

内用薬
ナトリウム・カリウム
配合剤

１袋 ムーベン配合内用剤 後発品

内用薬 モルヒネ硫酸塩水和物 ２％１ｇ 麻 モルペス細粒２％ 後発品

内用薬 モルヒネ硫酸塩水和物 ６％１ｇ 麻 モルペス細粒６％ 後発品

内用薬 モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒３０ｍｇ 先発品

内用薬 モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒６０ｍｇ 先発品

－ 31 －



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

外用薬 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ
ラタノプロスト点眼液０．００
５％「ＴＹＫ」

後発品

外用薬 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラノール点眼液０．２５％ 先発品

外用薬 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ
ハイパジールコーワ点眼液０．２
５％

先発品

外用薬 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ
ニプラジロール点眼液０．２５％
「わかもと」

後発品

外用薬
レボフロキサシン水和
物

０．５％１ｍＬ クラビット点眼液０．５％ 先発品

外用薬
レボフロキサシン水和
物

０．５％１ｍＬ
レボフロキサシン点眼液０．５％
「キッセイ」

後発品

外用薬
レボフロキサシン水和
物

０．５％１ｍＬ
レボフロキサシン点眼液０．５％
「日点」

後発品

外用薬
レボフロキサシン水和
物

１．５％１ｍＬ クラビット点眼液１．５％ 先発品

外用薬
レボフロキサシン水和
物

１．５％１ｍＬ 局
レボフロキサシン点眼液１．５％
「ファイザー」

後発品

外用薬
クロラムフェニコール・コリスチン
メタンスルホン酸ナトリウム ５ｍＬ１瓶 オフサロン点眼液 後発品

外用薬
トロピカミド・フェニ
レフリン塩酸塩

１ｍＬ ミドリンＰ点眼液 準先発品

外用薬
トロピカミド・フェニ
レフリン塩酸塩

１ｍＬ サンドールＰ点眼液 後発品

外用薬
フラジオマイシン硫酸塩・ベタメタ
ゾンリン酸エステルナトリウム １ｍＬ 点眼・点鼻用リンデロンＡ液 準先発品

外用薬
フラジオマイシン硫酸塩・ベタメタ
ゾンリン酸エステルナトリウム １ｍＬ ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロ
イチン硫酸エステルナトリウム ０．５ｍＬ１筒 ビスコート０．５眼粘弾剤 後発品

外用薬
クロモグリク酸ナトリ
ウム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

ミタヤク点鼻液２％ 後発品

外用薬
クロモグリク酸ナトリ
ウム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

ノスラン点鼻液２％ 後発品

外用薬
クロモグリク酸ナトリ
ウム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

インタール点鼻液２％ 先発品

外用薬
ベクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

ナイスピー点鼻液５０μｇ 後発品

外用薬
ベクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

アルデシンＡＱネーザル５０μｇ 後発品

外用薬
ベクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

アルロイヤー点鼻液５０μｇ 後発品

外用薬
ベクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

ナナドラＡＱネーザル５０μｇ 後発品

外用薬
ベクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

１．５０ｍｇ０．９０
８７ｇ１瓶

リノコートパウダースプレー鼻用
２５μｇ

先発品

外用薬 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 フランドルテープ４０ｍｇ 先発品

外用薬 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚
硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

後発品

外用薬 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．
２％「タイヨー」

後発品

外用薬 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ ビソルボン吸入液０．２％ 先発品

外用薬 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ホクナリンテープ０．５ｍｇ 先発品

外用薬 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ０．５「Ｅ
ＭＥＣ」

後発品

外用薬 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
「ＨＭＴ」

後発品

外用薬 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
「ＱＱ」

後発品

外用薬 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ホクナリンテープ１ｍｇ 先発品

外用薬 ツロブテロール １ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ１「ＥＭＥ
Ｃ」

後発品

外用薬 ツロブテロール １ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ１ｍｇ「Ｈ
ＭＴ」

後発品

外用薬 ツロブテロール １ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ１ｍｇ「Ｑ
Ｑ」

後発品

外用薬 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ホクナリンテープ２ｍｇ 先発品

外用薬 ツロブテロール ２ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ２「ＥＭＥ
Ｃ」

後発品

外用薬 ツロブテロール ２ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ２ｍｇ「Ｈ
ＭＴ」

後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

外用薬
チモロールマレイン酸
塩

０．５％１ｍＬ チモレートＰＦ点眼液０．５％ 後発品

外用薬 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アゾテシン点眼液０．０２％ 後発品

外用薬 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ＡＺ点眼液０．０２％ 後発品

外用薬 ピレノキシン
０．００５％１ｍＬ
（溶解後の液として）

カタリンＫ点眼用０．００５％ 準先発品

外用薬 ピレノキシン
０．００５％５ｍＬ１
瓶

カリーユニ点眼液０．００５％ 後発品

外用薬 グルタチオン ２％１ｍＬ タチオン点眼用２％

外用薬
コンドロイチン硫酸エ
ステルナトリウム

１％５ｍＬ１瓶 アイドロイチン１％点眼液 後発品

外用薬 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 サンコバ点眼液０．０２％ 準先発品

外用薬 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 コバラム点眼液０．０２％ 後発品

外用薬
フラビンアデニンジヌ
クレオチド

０．０５％５ｍＬ１瓶
ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテ
ン」

後発品

外用薬
フラビンアデニンジヌ
クレオチド

０．０５％５ｍＬ１瓶 フラビタン点眼液０．０５％ 準先発品

外用薬 硫酸亜鉛水和物 ０．２％５ｍＬ１瓶 サンチンク点眼液０．２％ 後発品

外用薬
クロモグリク酸ナトリ
ウム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ミタヤク点眼液２％ 後発品

外用薬
クロモグリク酸ナトリ
ウム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クールウェイ点眼液２％ 後発品

外用薬
クロモグリク酸ナトリ
ウム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 インタール点眼液２％ 先発品

外用薬 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ムコゾーム点眼液０．５％ 後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアレイン点眼液０．１％ 先発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

０．１％５ｍＬ１瓶 アイケア点眼液０．１％ 後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

０．１％５ｍＬ１瓶 ティアバランス点眼液０．１％ 後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

０．１％５ｍＬ１瓶
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液
０．１％「ニッテン」

後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

０．１％５ｍＬ１瓶
ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％
「ファイザー」

後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％０．８５ｍＬ１筒
オペガンハイ０．８５眼粘弾剤
１％

★後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％０．８５ｍＬ１筒 プロビスク０．８５眼粘弾剤１％ 後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％０．８５ｍＬ１筒 ヒーロン０．８５眼粘弾剤１％ 先発品

外用薬 オフロキサシン ０．３％１ｇ オフロキシン眼軟膏０．３％ 後発品

外用薬 オフロキサシン ０．３％１ｇ タリビッド眼軟膏０．３％ 先発品

外用薬 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリビッド点眼液０．３％ 先発品

外用薬 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ
オフロキサシンゲル化点眼液０．
３％「わかもと」

後発品

外用薬 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ニフラン点眼液０．１％ 先発品

外用薬 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プロラノン点眼液０．１％ 後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

０．１％１ｍＬ ジクロード点眼液０．１％ 先発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

０．１％１ｍＬ ジクロフェナック点眼液０．１％ 後発品

外用薬 オキシグルタチオン
０．４６％２０ｍＬ１
瓶（希釈液付）

ビーエスエスプラス５００眼灌流
液０．０１８４％

先発品

外用薬 オキシグルタチオン ５００ｍＬ１キット
オペガードネオキット眼灌流液
０．０１８４％

後発品

外用薬
イソプロピルウノプロ
ストン

０．１２％１ｍＬ レスキュラ点眼液０．１２％ 先発品

外用薬
イソプロピルウノプロ
ストン

０．１２％１ｍＬ
イソプロピルウノプロストンＰＦ
点眼液０．１２％「日点」

後発品

外用薬 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ キサラタン点眼液０．００５％ 先発品

外用薬 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ
ラタノプロストＰＦ点眼液０．０
０５％「日点」

後発品
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外用薬 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ
ラタノプロスト点眼液０．００
５％「ＴＹＫ」

後発品

外用薬 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラノール点眼液０．２５％ 先発品

外用薬 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ
ハイパジールコーワ点眼液０．２
５％

先発品

外用薬 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ
ニプラジロール点眼液０．２５％
「わかもと」

後発品

外用薬
レボフロキサシン水和
物

０．５％１ｍＬ クラビット点眼液０．５％ 先発品

外用薬
レボフロキサシン水和
物

０．５％１ｍＬ
レボフロキサシン点眼液０．５％
「キッセイ」

後発品

外用薬
レボフロキサシン水和
物

０．５％１ｍＬ
レボフロキサシン点眼液０．５％
「日点」

後発品

外用薬
レボフロキサシン水和
物

１．５％１ｍＬ クラビット点眼液１．５％ 先発品

外用薬
レボフロキサシン水和
物

１．５％１ｍＬ 局
レボフロキサシン点眼液１．５％
「ファイザー」

後発品

外用薬
クロラムフェニコール・コリスチン
メタンスルホン酸ナトリウム ５ｍＬ１瓶 オフサロン点眼液 後発品

外用薬
トロピカミド・フェニ
レフリン塩酸塩

１ｍＬ ミドリンＰ点眼液 準先発品

外用薬
トロピカミド・フェニ
レフリン塩酸塩

１ｍＬ サンドールＰ点眼液 後発品

外用薬
フラジオマイシン硫酸塩・ベタメタ
ゾンリン酸エステルナトリウム １ｍＬ 点眼・点鼻用リンデロンＡ液 準先発品

外用薬
フラジオマイシン硫酸塩・ベタメタ
ゾンリン酸エステルナトリウム １ｍＬ ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロ
イチン硫酸エステルナトリウム ０．５ｍＬ１筒 ビスコート０．５眼粘弾剤 後発品

外用薬
クロモグリク酸ナトリ
ウム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

ミタヤク点鼻液２％ 後発品

外用薬
クロモグリク酸ナトリ
ウム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

ノスラン点鼻液２％ 後発品

外用薬
クロモグリク酸ナトリ
ウム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

インタール点鼻液２％ 先発品

外用薬
ベクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

ナイスピー点鼻液５０μｇ 後発品

外用薬
ベクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

アルデシンＡＱネーザル５０μｇ 後発品

外用薬
ベクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

アルロイヤー点鼻液５０μｇ 後発品

外用薬
ベクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

ナナドラＡＱネーザル５０μｇ 後発品

外用薬
ベクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

１．５０ｍｇ０．９０
８７ｇ１瓶

リノコートパウダースプレー鼻用
２５μｇ

先発品

外用薬 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 フランドルテープ４０ｍｇ 先発品

外用薬 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚
硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

後発品

外用薬 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．
２％「タイヨー」

後発品

外用薬 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ ビソルボン吸入液０．２％ 先発品

外用薬 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ホクナリンテープ０．５ｍｇ 先発品

外用薬 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ０．５「Ｅ
ＭＥＣ」

後発品

外用薬 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
「ＨＭＴ」

後発品

外用薬 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
「ＱＱ」

後発品

外用薬 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ホクナリンテープ１ｍｇ 先発品

外用薬 ツロブテロール １ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ１「ＥＭＥ
Ｃ」

後発品

外用薬 ツロブテロール １ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ１ｍｇ「Ｈ
ＭＴ」

後発品

外用薬 ツロブテロール １ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ１ｍｇ「Ｑ
Ｑ」

後発品

外用薬 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ホクナリンテープ２ｍｇ 先発品

外用薬 ツロブテロール ２ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ２「ＥＭＥ
Ｃ」

後発品

外用薬 ツロブテロール ２ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ２ｍｇ「Ｈ
ＭＴ」

後発品
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外用薬
チモロールマレイン酸
塩

０．５％１ｍＬ チモレートＰＦ点眼液０．５％ 後発品

外用薬 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アゾテシン点眼液０．０２％ 後発品

外用薬 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ＡＺ点眼液０．０２％ 後発品

外用薬 ピレノキシン
０．００５％１ｍＬ
（溶解後の液として）

カタリンＫ点眼用０．００５％ 準先発品

外用薬 ピレノキシン
０．００５％５ｍＬ１
瓶

カリーユニ点眼液０．００５％ 後発品

外用薬 グルタチオン ２％１ｍＬ タチオン点眼用２％

外用薬
コンドロイチン硫酸エ
ステルナトリウム

１％５ｍＬ１瓶 アイドロイチン１％点眼液 後発品

外用薬 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 サンコバ点眼液０．０２％ 準先発品

外用薬 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 コバラム点眼液０．０２％ 後発品

外用薬
フラビンアデニンジヌ
クレオチド

０．０５％５ｍＬ１瓶
ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテ
ン」

後発品

外用薬
フラビンアデニンジヌ
クレオチド

０．０５％５ｍＬ１瓶 フラビタン点眼液０．０５％ 準先発品

外用薬 硫酸亜鉛水和物 ０．２％５ｍＬ１瓶 サンチンク点眼液０．２％ 後発品

外用薬
クロモグリク酸ナトリ
ウム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ミタヤク点眼液２％ 後発品

外用薬
クロモグリク酸ナトリ
ウム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クールウェイ点眼液２％ 後発品

外用薬
クロモグリク酸ナトリ
ウム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 インタール点眼液２％ 先発品

外用薬 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ムコゾーム点眼液０．５％ 後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアレイン点眼液０．１％ 先発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

０．１％５ｍＬ１瓶 アイケア点眼液０．１％ 後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

０．１％５ｍＬ１瓶 ティアバランス点眼液０．１％ 後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

０．１％５ｍＬ１瓶
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液
０．１％「ニッテン」

後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

０．１％５ｍＬ１瓶
ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％
「ファイザー」

後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％０．８５ｍＬ１筒
オペガンハイ０．８５眼粘弾剤
１％

★後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％０．８５ｍＬ１筒 プロビスク０．８５眼粘弾剤１％ 後発品

外用薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％０．８５ｍＬ１筒 ヒーロン０．８５眼粘弾剤１％ 先発品

外用薬 オフロキサシン ０．３％１ｇ オフロキシン眼軟膏０．３％ 後発品

外用薬 オフロキサシン ０．３％１ｇ タリビッド眼軟膏０．３％ 先発品

外用薬 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリビッド点眼液０．３％ 先発品

外用薬 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ
オフロキサシンゲル化点眼液０．
３％「わかもと」

後発品

外用薬 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ニフラン点眼液０．１％ 先発品

外用薬 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プロラノン点眼液０．１％ 後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

０．１％１ｍＬ ジクロード点眼液０．１％ 先発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

０．１％１ｍＬ ジクロフェナック点眼液０．１％ 後発品

外用薬 オキシグルタチオン
０．４６％２０ｍＬ１
瓶（希釈液付）

ビーエスエスプラス５００眼灌流
液０．０１８４％

先発品

外用薬 オキシグルタチオン ５００ｍＬ１キット
オペガードネオキット眼灌流液
０．０１８４％

後発品

外用薬
イソプロピルウノプロ
ストン

０．１２％１ｍＬ レスキュラ点眼液０．１２％ 先発品

外用薬
イソプロピルウノプロ
ストン

０．１２％１ｍＬ
イソプロピルウノプロストンＰＦ
点眼液０．１２％「日点」

後発品

外用薬 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ キサラタン点眼液０．００５％ 先発品

外用薬 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ
ラタノプロストＰＦ点眼液０．０
０５％「日点」

後発品
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外用薬 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ
ポビドンヨードスクラブ液７．
５％（ＪＪＫＫ）

後発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｇ イソジンゲル１０％ 準先発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ネグミン液１０％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨード液１０％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ イソジン液１０％ 準先発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨドン液１０％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピラール消毒液１０％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ イソジンフィールド液１０％ 準先発品

外用薬 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ
５０％消毒用イソプロパノール
「ニッコー」

後発品

外用薬 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ
７０％消毒用イソプロパノール
「ニッコー」

後発品

外用薬 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタプロコール 後発品

外用薬 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタライト液 後発品

外用薬
ベンザルコニウム塩化
物

０．０２％１０ｍＬ ０．０２％ヤクゾール水 後発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
アクリノール０．１％液「ヨシ
ダ」

準先発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
０．１％アクリノール液「ヤクハ
ン」

後発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
アクリノール液０．１％「シオ
エ」

準先発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
アクリノール消毒用液０．１％
「マルイシ」

準先発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
アクリノール消毒液０．１％「東
豊」

準先発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
アクリノール消毒液０．１％「Ｎ
Ｐ」

準先発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
アクリノール消毒液０．１％
「ニッコー」

後発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ
アクリノール０．２％液「ヨシ
ダ」

準先発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ ケンエーアクリノール液０．２ 後発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ
アクリノール液０．２％「ヤクハ
ン」

後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ
ステリクロンＷエタノール液０．
５

後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ
マスキンＷ・エタノール液（０．
５ｗ／ｖ％）

後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザックアルコール液 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｗ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ
イワコールエタノール消毒液０．
５％

後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ
ステリクロンＲエタノール液０．
５

後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｒ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

５％１０ｍＬ ５％ヘキザック液 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

５％１０ｍＬ ５％ヒビテン液 準先発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

５％１０ｍＬ マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

５％１０ｍＬ ステリクロン液５ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

５％１０ｍＬ ラポテック消毒液５％ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％グルコジンＲ水 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％ヘキザック水Ｒ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

外用薬 ツロブテロール ２ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ２ｍｇ「Ｑ
Ｑ」

後発品

外用薬 ツロブテロール ２ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ２ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

後発品

外用薬
アズレンスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．４％１ｇ
アズノール・ガーグル顆粒０．
４％

準先発品

外用薬
アズレンスルホン酸ナ
トリウム水和物

４％１ｍＬ アズノールうがい液４％ 後発品

外用薬
アズレンスルホン酸ナ
トリウム水和物

４％１ｍＬ
アズレンうがい液４％「ケン
エー」

後発品

外用薬 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ネグミンガーグル７％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ネオヨジンガーグル７％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード ７％１ｍＬ イソジンガーグル液７％ 準先発品

外用薬 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用
３０

後発品

外用薬 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「オヲタ」６０ 後発品

外用薬 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「東豊」 準先発品

外用薬 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ 後発品

外用薬
炭酸水素ナトリウム・無水
リン酸二水素ナトリウム

１個 新レシカルボン坐剤 準先発品

外用薬
炭酸水素ナトリウム・無水
リン酸二水素ナトリウム

１個 インカルボン坐剤 後発品

外用薬 デキサメタゾン ０．１％１ｇ アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ 準先発品

外用薬 デキサメタゾン ０．１％１ｇ
デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／
ｇ

後発品

外用薬
トリアムシノロンアセ
トニド

２５μｇ１錠 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 先発品

外用薬
トリアムシノロンアセ
トニド

２５μｇ１枚 アフタシール２５μｇ 後発品

外用薬 デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ１錠
ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明
治」

後発品

外用薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

３．９５ｍｇ１個 ステロネマ注腸３ｍｇ 後発品

外用薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

１．９７５ｍｇ１個 ステロネマ注腸１．５ｍｇ 後発品

外用薬
プレドニゾロンリン酸
エステルナトリウム

２０ｍｇ１個 プレドネマ注腸２０ｍｇ 後発品

外用薬 クロラムフェニコール １００ｍｇ１錠 ハイセチン腟錠１００ｍｇ 後発品

外用薬 クロラムフェニコール １００ｍｇ１錠 クロマイ腟錠１００ｍｇ 先発品

外用薬 エストリオール ０．５ｍｇ１錠
エストリオール腟錠０．５ｍｇ
「Ｆ」

後発品

外用薬 エストリオール ０．５ｍｇ１錠 エストリール腟錠０．５ｍｇ 準先発品

外用薬 チニダゾール ２００ｍｇ１個 ハイシジン腟錠２００ｍｇ 後発品

外用薬 イソコナゾール硝酸塩 ３００ｍｇ１個 バリナスチン腟錠３００ｍｇ 後発品

外用薬 イソコナゾール硝酸塩 ３００ｍｇ１個 アデスタン腟錠３００ｍｇ 先発品

外用薬
オキシコナゾール硝酸
塩

６００ｍｇ１錠 オキナゾール腟錠６００ｍｇ 先発品

外用薬
オキシコナゾール硝酸
塩

６００ｍｇ１錠 オキコナール腟錠６００ｍｇ 後発品

外用薬
ジフルコルトロン吉草酸エ
ステル・リドカイン

１ｇ ネリプロクト軟膏 先発品

外用薬
ジフルコルトロン吉草酸エ
ステル・リドカイン

１ｇ ネリコルト軟膏 後発品

外用薬 次亜塩素酸ナトリウム ６％１０ｇ 次亜塩６％「ヨシダ」 後発品

外用薬 次亜塩素酸ナトリウム １０％１０ｇ ハイポライト消毒液１０％ 後発品

外用薬 次亜塩素酸ナトリウム １％１０ｇ ヤクラックスＤ液１％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ポピヨドンスクラブ７．５％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ イソジンスクラブ液７．５％ 準先発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

外用薬 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ
ポビドンヨードスクラブ液７．
５％（ＪＪＫＫ）

後発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｇ イソジンゲル１０％ 準先発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ネグミン液１０％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨード液１０％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ イソジン液１０％ 準先発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨドン液１０％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピラール消毒液１０％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ イソジンフィールド液１０％ 準先発品

外用薬 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ
５０％消毒用イソプロパノール
「ニッコー」

後発品

外用薬 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ
７０％消毒用イソプロパノール
「ニッコー」

後発品

外用薬 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタプロコール 後発品

外用薬 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタライト液 後発品

外用薬
ベンザルコニウム塩化
物

０．０２％１０ｍＬ ０．０２％ヤクゾール水 後発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
アクリノール０．１％液「ヨシ
ダ」

準先発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
０．１％アクリノール液「ヤクハ
ン」

後発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
アクリノール液０．１％「シオ
エ」

準先発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
アクリノール消毒用液０．１％
「マルイシ」

準先発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
アクリノール消毒液０．１％「東
豊」

準先発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
アクリノール消毒液０．１％「Ｎ
Ｐ」

準先発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ
アクリノール消毒液０．１％
「ニッコー」

後発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ
アクリノール０．２％液「ヨシ
ダ」

準先発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ ケンエーアクリノール液０．２ 後発品

外用薬 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ
アクリノール液０．２％「ヤクハ
ン」

後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ
ステリクロンＷエタノール液０．
５

後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ
マスキンＷ・エタノール液（０．
５ｗ／ｖ％）

後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザックアルコール液 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｗ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ
イワコールエタノール消毒液０．
５％

後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ
ステリクロンＲエタノール液０．
５

後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｒ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

５％１０ｍＬ ５％ヘキザック液 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

５％１０ｍＬ ５％ヒビテン液 準先発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

５％１０ｍＬ マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

５％１０ｍＬ ステリクロン液５ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

５％１０ｍＬ ラポテック消毒液５％ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％グルコジンＲ水 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％ヘキザック水Ｒ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

外用薬 ツロブテロール ２ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ２ｍｇ「Ｑ
Ｑ」

後発品

外用薬 ツロブテロール ２ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ２ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

後発品

外用薬
アズレンスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．４％１ｇ
アズノール・ガーグル顆粒０．
４％

準先発品

外用薬
アズレンスルホン酸ナ
トリウム水和物

４％１ｍＬ アズノールうがい液４％ 後発品

外用薬
アズレンスルホン酸ナ
トリウム水和物

４％１ｍＬ
アズレンうがい液４％「ケン
エー」

後発品

外用薬 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ネグミンガーグル７％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ネオヨジンガーグル７％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード ７％１ｍＬ イソジンガーグル液７％ 準先発品

外用薬 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用
３０

後発品

外用薬 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「オヲタ」６０ 後発品

外用薬 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「東豊」 準先発品

外用薬 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ 後発品

外用薬
炭酸水素ナトリウム・無水
リン酸二水素ナトリウム

１個 新レシカルボン坐剤 準先発品

外用薬
炭酸水素ナトリウム・無水
リン酸二水素ナトリウム

１個 インカルボン坐剤 後発品

外用薬 デキサメタゾン ０．１％１ｇ アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ 準先発品

外用薬 デキサメタゾン ０．１％１ｇ
デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／
ｇ

後発品

外用薬
トリアムシノロンアセ
トニド

２５μｇ１錠 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 先発品

外用薬
トリアムシノロンアセ
トニド

２５μｇ１枚 アフタシール２５μｇ 後発品

外用薬 デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ１錠
ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明
治」

後発品

外用薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

３．９５ｍｇ１個 ステロネマ注腸３ｍｇ 後発品

外用薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

１．９７５ｍｇ１個 ステロネマ注腸１．５ｍｇ 後発品

外用薬
プレドニゾロンリン酸
エステルナトリウム

２０ｍｇ１個 プレドネマ注腸２０ｍｇ 後発品

外用薬 クロラムフェニコール １００ｍｇ１錠 ハイセチン腟錠１００ｍｇ 後発品

外用薬 クロラムフェニコール １００ｍｇ１錠 クロマイ腟錠１００ｍｇ 先発品

外用薬 エストリオール ０．５ｍｇ１錠
エストリオール腟錠０．５ｍｇ
「Ｆ」

後発品

外用薬 エストリオール ０．５ｍｇ１錠 エストリール腟錠０．５ｍｇ 準先発品

外用薬 チニダゾール ２００ｍｇ１個 ハイシジン腟錠２００ｍｇ 後発品

外用薬 イソコナゾール硝酸塩 ３００ｍｇ１個 バリナスチン腟錠３００ｍｇ 後発品

外用薬 イソコナゾール硝酸塩 ３００ｍｇ１個 アデスタン腟錠３００ｍｇ 先発品

外用薬
オキシコナゾール硝酸
塩

６００ｍｇ１錠 オキナゾール腟錠６００ｍｇ 先発品

外用薬
オキシコナゾール硝酸
塩

６００ｍｇ１錠 オキコナール腟錠６００ｍｇ 後発品

外用薬
ジフルコルトロン吉草酸エ
ステル・リドカイン

１ｇ ネリプロクト軟膏 先発品

外用薬
ジフルコルトロン吉草酸エ
ステル・リドカイン

１ｇ ネリコルト軟膏 後発品

外用薬 次亜塩素酸ナトリウム ６％１０ｇ 次亜塩６％「ヨシダ」 後発品

外用薬 次亜塩素酸ナトリウム １０％１０ｇ ハイポライト消毒液１０％ 後発品

外用薬 次亜塩素酸ナトリウム １％１０ｇ ヤクラックスＤ液１％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ポピヨドンスクラブ７．５％ 後発品

外用薬 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ イソジンスクラブ液７．５％ 準先発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

外用薬 アミノ安息香酸エチル １０％１０ｇ
アミノ安息香酸エチル軟膏１０％
「マルイシ」

後発品

外用薬 アルクロキサ ６％１ｇ イサロパン外用散６％ 先発品

外用薬 アルクロキサ ２％１ｇ アルキサ軟膏２％ 後発品

外用薬 フェルビナク ３％１ｇ ナパゲルン軟膏３％ 先発品

外用薬 フェルビナク ３％１ｇ スミルスチック３％ 後発品

外用薬 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

セルタッチパップ７０ 先発品

外用薬 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

フェルビナクテープ７０ｍｇ「Ｅ
ＭＥＣ」

後発品

外用薬 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

マルチネスパップ７０ｍｇ 後発品

外用薬 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

フェルナビオンパップ７０ 後発品

外用薬 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

セルタッチテープ７０ 先発品

外用薬 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

フェルナビオンテープ７０ 後発品

外用薬 フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 スミルテープ３５ｍｇ 後発品

外用薬 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ゼポラステープ２０ｍｇ 先発品

外用薬 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ヤクバンテープ２０ｍｇ 先発品

外用薬 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ファルケンテープ２０ｍｇ 後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

１％１ｇ ナボールゲル１％ 先発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

１％１ｇ ボルタレンゲル１％ 先発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

１％１ｇ
ジクロフェナクＮａゲル１％「ラ
クール」

後発品

外用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソニンテープ１００ｍｇ 先発品

外用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１０
０ｍｇ「科研」

後発品

外用薬 パップ剤 １０ｇ ハーネシップ 後発品

外用薬 パップ剤 １０ｇ ＭＳ温シップ「タイホウ」 後発品

外用薬
副腎エキス・ヘパリン
類似物質配合剤

１ｇ ゼスタッククリーム 後発品

外用薬 パップ剤 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ＧＳプラスターＣ「ユートク」 後発品

外用薬 パップ剤 １０ｇ ＭＳ冷シップ「タイホウ」 後発品

外用薬 サリチル酸 ５％１０ｇ ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 後発品

外用薬 サリチル酸 １０％１０ｇ
１０％サリチル酸ワセリン軟膏東
豊

後発品

外用薬 クロトリマゾール １％１ｇ エンペシドクリーム１％ 先発品

外用薬 クロトリマゾール １％１ｇ コトゾールクリーム１％ 後発品

外用薬 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ フロリードＤクリーム１％ 先発品

外用薬 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ
ミコナゾール硝酸塩クリーム１％
「ＹＤ」

後発品

外用薬 ビホナゾール １％１ｇ ホスポールクリーム１％ 後発品

外用薬 ビホナゾール １％１ｇ マイコスポールクリーム１％ 先発品

外用薬 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ニゾラールローション２％ 先発品

外用薬 ケトコナゾール ２％１ｇ 局
ケトコナゾールローション２％
「ＪＧ」

後発品

外用薬 ラノコナゾール １％１ｇ アスタット軟膏１％ 先発品

外用薬 ラノコナゾール １％１ｇ
ラノコナゾール軟膏１％「イワ
キ」

後発品

外用薬 ラノコナゾール １％１ｇ アスタットクリーム１％ 先発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０２％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０２ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２％ヘキザック水Ｗ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％ヘキザック水Ｗ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０５ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％ヘキザック水Ｗ 後発品

外用薬
アルキルジアミノエチ
ルグリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ エルエイジー１０液 後発品

外用薬
アルキルジアミノエチ
ルグリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ キンサールＧ－１０液 後発品

外用薬
アルキルジアミノエチ
ルグリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ テゴー５１消毒液１０％ 準先発品

外用薬
チオ硫酸ナトリウム水
和物・エタノール

１０ｍＬ
ハイポアルコール液２％「ヤクハ
ン」

後発品

外用薬
チオ硫酸ナトリウム水
和物・エタノール

１０ｍＬ
ハイポエタノール液２％「ヨシ
ダ」

後発品

外用薬
チオ硫酸ナトリウム水
和物・エタノール

１０ｍＬ
ハイポエタノール外用液２％「ア
トル」

後発品

外用薬
チオ硫酸ナトリウム水
和物・エタノール

１０ｍＬ
ハイポエタノール液２％「ケン
エー」

後発品

外用薬
チオ硫酸ナトリウム水
和物・エタノール

１０ｍＬ
ハイポエタノール液２％「ニッ
コー」

後発品

外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ エルタシン軟膏０．１％ 後発品

外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ ゲンタシン軟膏０．１％ 先発品

外用薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

１％１ｇ ダラシンＴゲル１％ 先発品

外用薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

１％１ｇ
クリンダマイシンリン酸エステル
ゲル１％「イワキ」

後発品

外用薬 ナジフロキサシン １％１ｇ アクアチムクリーム１％ 先発品

外用薬 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロクリーム１％ 後発品

外用薬
ベタメタゾンジプロピ
オン酸エステル

０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰ軟膏 先発品

外用薬
ベタメタゾンジプロピ
オン酸エステル

０．０６４％１ｇ
デルモゾールＤＰ軟膏０．０６
４％

後発品

外用薬
ベタメタゾンジプロピ
オン酸エステル

０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰクリーム 先発品

外用薬
ベタメタゾンジプロピ
オン酸エステル

０．０６４％１ｇ
デルモゾールＤＰクリーム０．０
６４％

後発品

外用薬 フルオシノニド ０．０５％１ｇ トプシムＥクリーム０．０５％ 先発品

外用薬 フルオシノニド ０．０５％１ｇ トプシムクリーム０．０５％ 先発品

外用薬 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロンゲル０．０５％ 後発品

外用薬
クロベタゾン酪酸エス
テル

０．０５％１ｇ キンダベート軟膏０．０５％ 先発品

外用薬
クロベタゾン酪酸エス
テル

０．０５％１ｇ キンダロン軟膏０．０５％ 後発品

外用薬
ベタメタゾン酪酸エステル
プロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ サレックス軟膏０．０５％ 後発品

外用薬
ベタメタゾン酪酸エステル
プロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンテベート軟膏０．０５％ 先発品

外用薬
ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ 先発品

外用薬
ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 デキサンＶＧ軟膏０．１２％ 後発品

外用薬 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏２０％ 後発品

外用薬 亜鉛華 １０ｇ
亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッ
コー」

後発品

外用薬 亜鉛華 １０ｇ
亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシ
ダ」

後発品

外用薬 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏１０％ 後発品

外用薬 亜鉛華 ５ｇ ボチシート２０％ 後発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

外用薬 アミノ安息香酸エチル １０％１０ｇ
アミノ安息香酸エチル軟膏１０％
「マルイシ」

後発品

外用薬 アルクロキサ ６％１ｇ イサロパン外用散６％ 先発品

外用薬 アルクロキサ ２％１ｇ アルキサ軟膏２％ 後発品

外用薬 フェルビナク ３％１ｇ ナパゲルン軟膏３％ 先発品

外用薬 フェルビナク ３％１ｇ スミルスチック３％ 後発品

外用薬 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

セルタッチパップ７０ 先発品

外用薬 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

フェルビナクテープ７０ｍｇ「Ｅ
ＭＥＣ」

後発品

外用薬 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

マルチネスパップ７０ｍｇ 後発品

外用薬 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

フェルナビオンパップ７０ 後発品

外用薬 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

セルタッチテープ７０ 先発品

外用薬 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

フェルナビオンテープ７０ 後発品

外用薬 フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 スミルテープ３５ｍｇ 後発品

外用薬 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ゼポラステープ２０ｍｇ 先発品

外用薬 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ヤクバンテープ２０ｍｇ 先発品

外用薬 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ファルケンテープ２０ｍｇ 後発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

１％１ｇ ナボールゲル１％ 先発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

１％１ｇ ボルタレンゲル１％ 先発品

外用薬
ジクロフェナクナトリ
ウム

１％１ｇ
ジクロフェナクＮａゲル１％「ラ
クール」

後発品

外用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソニンテープ１００ｍｇ 先発品

外用薬
ロキソプロフェンナト
リウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１０
０ｍｇ「科研」

後発品

外用薬 パップ剤 １０ｇ ハーネシップ 後発品

外用薬 パップ剤 １０ｇ ＭＳ温シップ「タイホウ」 後発品

外用薬
副腎エキス・ヘパリン
類似物質配合剤

１ｇ ゼスタッククリーム 後発品

外用薬 パップ剤 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ＧＳプラスターＣ「ユートク」 後発品

外用薬 パップ剤 １０ｇ ＭＳ冷シップ「タイホウ」 後発品

外用薬 サリチル酸 ５％１０ｇ ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 後発品

外用薬 サリチル酸 １０％１０ｇ
１０％サリチル酸ワセリン軟膏東
豊

後発品

外用薬 クロトリマゾール １％１ｇ エンペシドクリーム１％ 先発品

外用薬 クロトリマゾール １％１ｇ コトゾールクリーム１％ 後発品

外用薬 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ フロリードＤクリーム１％ 先発品

外用薬 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ
ミコナゾール硝酸塩クリーム１％
「ＹＤ」

後発品

外用薬 ビホナゾール １％１ｇ ホスポールクリーム１％ 後発品

外用薬 ビホナゾール １％１ｇ マイコスポールクリーム１％ 先発品

外用薬 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ニゾラールローション２％ 先発品

外用薬 ケトコナゾール ２％１ｇ 局
ケトコナゾールローション２％
「ＪＧ」

後発品

外用薬 ラノコナゾール １％１ｇ アスタット軟膏１％ 先発品

外用薬 ラノコナゾール １％１ｇ
ラノコナゾール軟膏１％「イワ
キ」

後発品

外用薬 ラノコナゾール １％１ｇ アスタットクリーム１％ 先発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０２％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０２ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２％ヘキザック水Ｗ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％ヘキザック水Ｗ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０５ 後発品

外用薬
クロルヘキシジングル
コン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％ヘキザック水Ｗ 後発品

外用薬
アルキルジアミノエチ
ルグリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ エルエイジー１０液 後発品

外用薬
アルキルジアミノエチ
ルグリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ キンサールＧ－１０液 後発品

外用薬
アルキルジアミノエチ
ルグリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ テゴー５１消毒液１０％ 準先発品

外用薬
チオ硫酸ナトリウム水
和物・エタノール

１０ｍＬ
ハイポアルコール液２％「ヤクハ
ン」

後発品

外用薬
チオ硫酸ナトリウム水
和物・エタノール

１０ｍＬ
ハイポエタノール液２％「ヨシ
ダ」

後発品

外用薬
チオ硫酸ナトリウム水
和物・エタノール

１０ｍＬ
ハイポエタノール外用液２％「ア
トル」

後発品

外用薬
チオ硫酸ナトリウム水
和物・エタノール

１０ｍＬ
ハイポエタノール液２％「ケン
エー」

後発品

外用薬
チオ硫酸ナトリウム水
和物・エタノール

１０ｍＬ
ハイポエタノール液２％「ニッ
コー」

後発品

外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ エルタシン軟膏０．１％ 後発品

外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ ゲンタシン軟膏０．１％ 先発品

外用薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

１％１ｇ ダラシンＴゲル１％ 先発品

外用薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

１％１ｇ
クリンダマイシンリン酸エステル
ゲル１％「イワキ」

後発品

外用薬 ナジフロキサシン １％１ｇ アクアチムクリーム１％ 先発品

外用薬 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロクリーム１％ 後発品

外用薬
ベタメタゾンジプロピ
オン酸エステル

０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰ軟膏 先発品

外用薬
ベタメタゾンジプロピ
オン酸エステル

０．０６４％１ｇ
デルモゾールＤＰ軟膏０．０６
４％

後発品

外用薬
ベタメタゾンジプロピ
オン酸エステル

０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰクリーム 先発品

外用薬
ベタメタゾンジプロピ
オン酸エステル

０．０６４％１ｇ
デルモゾールＤＰクリーム０．０
６４％

後発品

外用薬 フルオシノニド ０．０５％１ｇ トプシムＥクリーム０．０５％ 先発品

外用薬 フルオシノニド ０．０５％１ｇ トプシムクリーム０．０５％ 先発品

外用薬 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロンゲル０．０５％ 後発品

外用薬
クロベタゾン酪酸エス
テル

０．０５％１ｇ キンダベート軟膏０．０５％ 先発品

外用薬
クロベタゾン酪酸エス
テル

０．０５％１ｇ キンダロン軟膏０．０５％ 後発品

外用薬
ベタメタゾン酪酸エステル
プロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ サレックス軟膏０．０５％ 後発品

外用薬
ベタメタゾン酪酸エステル
プロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンテベート軟膏０．０５％ 先発品

外用薬
ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ 先発品

外用薬
ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 デキサンＶＧ軟膏０．１２％ 後発品

外用薬 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏２０％ 後発品

外用薬 亜鉛華 １０ｇ
亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッ
コー」

後発品

外用薬 亜鉛華 １０ｇ
亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシ
ダ」

後発品

外用薬 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏１０％ 後発品

外用薬 亜鉛華 ５ｇ ボチシート２０％ 後発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品

注射薬 プロポフォール
２００ｍｇ２０ｍＬ１
管

１％ディプリバン注 先発品

注射薬 プロポフォール
２００ｍｇ２０ｍＬ１
管

１％プロポフォール注「マルイ
シ」

後発品

注射薬 プロポフォール
５００ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

１％ディプリバン注 先発品

注射薬 プロポフォール
５００ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

１％プロポフォール注「マルイ
シ」

後発品

注射薬 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶
１％プロポフォール注「マルイ
シ」

後発品

注射薬 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 １％ディプリバン注 先発品

注射薬 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール注１％「Ｆ」 後発品

注射薬 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ドルミカム注射液１０ｍｇ 先発品

注射薬 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 後発品

注射薬 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管
ミダゾラム注射液１０ｍｇ「タイ
ヨー」

後発品

注射薬
コンドロイチン硫酸エステルナトリ
ウム・サリチル酸ナトリウム １０ｍＬ１管 カシロン静注１０ｍＬ 後発品

注射薬
サリチル酸ナトリウ
ム・ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 ジブカルソー注 後発品

注射薬 乳酸ビペリデン ０．５％１ｍＬ１管 タスモリン注５ｍｇ 後発品

注射薬 ハロペリドール ０．５％１ｍＬ１管 リントン注５ｍｇ 後発品

注射薬 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 ラジカット注３０ｍｇ 先発品

注射薬 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管
エダラボン点滴静注３０ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

後発品

注射薬 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管
エダラボン点滴静注３０ｍｇ「明
治」

後発品

注射薬 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管
エダラボン点滴静注液３０ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍ
ｇ

先発品

注射薬 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注液バッグ３０
ｍｇ「日医工」

後発品

注射薬 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注０．５％ 後発品

注射薬 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注１％ 後発品

注射薬 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１筒 キシロカイン注シリンジ１％ 後発品

注射薬 リドカイン １％２００ｍＬ１袋 オリベス点滴用１％ 後発品

注射薬 ベクロニウム臭化物
４ｍｇ１管（溶解液
付）

マスキュレート静注用４ｍｇ 後発品

注射薬 ベクロニウム臭化物
４ｍｇ１管（溶解液
付）

マスキュラックス静注用４ｍｇ 先発品

注射薬 ベクロニウム臭化物 １０ｍｇ１瓶 マスキュラックス静注用１０ｍｇ 先発品

注射薬 ベクロニウム臭化物 １０ｍｇ１瓶 マスキュレート静注用１０ｍｇ 後発品

注射薬
ブチルスコポラミン臭
化物

２％１ｍＬ１管
ブチルスコポラミン臭化物注２０
ｍｇ「日医工」

後発品

注射薬
アトロピン硫酸塩水和
物

０．０５％１ｍＬ１管 局 アトロピン硫酸塩注射液

注射薬
アトロピン硫酸塩水和
物

０．０５％１ｍＬ１筒
アトロピン注０．０５％シリンジ
「テルモ」

後発品

注射薬
安息香酸ナトリウムカ
フェイン

２０％１ｍＬ１管 アンナカ注「フソー」－２０％ 後発品

注射薬 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管 局 ドパミン塩酸塩注射液 後発品

注射薬 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管 局 イノバン注１００ｍｇ 先発品

注射薬 ドパミン塩酸塩
２００ｍｇ１０ｍＬ１
管

局 イノバン注２００ｍｇ 先発品

注射薬 ドパミン塩酸塩
０．１％２００ｍＬ１
袋

局 プレドパ注２００ 後発品

注射薬 ドパミン塩酸塩
０．１％２００ｍＬ１
袋

局 カタボンＬｏｗ注２００ｍｇ 後発品

品　　　名区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

外用薬 ラノコナゾール １％１ｇ
ラノコナゾールクリーム１％「イ
ワキ」

後発品

外用薬 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ボレークリーム１％ 先発品

外用薬 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局
塩酸ブテナフィンクリーム１％
「マイラン」

後発品

外用薬 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 メンタックスクリーム１％ 先発品

外用薬 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局 ボレースプレー１％ 先発品

外用薬 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局
塩酸ブテナフィンスプレー１％
「マイラン」

後発品

外用薬 尿素 １０％１ｇ ベギン軟膏１０ 後発品

外用薬 尿素 １０％１ｇ パスタロンソフト軟膏１０％ 先発品

外用薬 尿素 ２０％１ｇ ベギン軟膏２０ 後発品

外用薬 尿素 ２０％１ｇ パスタロンソフト軟膏２０％ 先発品

外用薬 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ フロジン外用液５％ 後発品

外用薬 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ 先発品

外用薬 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ
マキサカルシトール軟膏２５μｇ
／ｇ「イワキ」

後発品

外用薬
精製白糖・ポビドン
ヨード

１ｇ ユーパスタコーワ軟膏 先発品

外用薬
精製白糖・ポビドン
ヨード

１ｇ イソジンシュガーパスタ軟膏 後発品

外用薬
精製白糖・ポビドン
ヨード

１ｇ ソアナース軟膏 先発品

外用薬
精製白糖・ポビドン
ヨード

１ｇ ソアナース軟膏分包８ｇ 先発品

外用薬
精製白糖・ポビドン
ヨード

１ｇ ユーパスタコーワ軟膏分包８ｇ 先発品

外用薬 酸化セルロース
ニューニット１５．２
ｃｍ×２２．９ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘ
モスタット

後発品

外用薬 酸化セルロース
５．１ｃｍ×７．６ｃ
ｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘ
モスタット

後発品

外用薬 酸化セルロース
５．１ｃｍ×３５．６
ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘ
モスタット

後発品

外用薬 酸化セルロース
１０．２ｃｍ×２０．
３ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘ
モスタット

後発品

外用薬 酸化セルロース
綿型５．１ｃｍ×２．
５ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘ
モスタット

後発品

外用薬 ヘパリン類似物質 １ｇ ヒルドイドクリーム０．３％ 準先発品

外用薬 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンクリーム０．３％ 後発品

外用薬 ヘパリン類似物質 １ｇ
ビーソフテン外用スプレー０．
３％

後発品

外用薬 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」 後発品

外用薬 ビダラビン ３％１ｇ アラーゼ軟膏３％ 後発品

外用薬 ビダラビン ３％１ｇ アラセナ－Ａ軟膏３％ 先発品

外用薬 ビダラビン ３％１ｇ アラセナ－Ａクリーム３％ 先発品

外用薬 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＥ－７５ 後発品

外用薬 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＨ－１５ 後発品

外用薬 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＳ－５５ 後発品

外用薬 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ バロジェクトゾル１００ 後発品

外用薬 硫酸バリウム ６０％３００ｍＬ１個 バリエネマ３００ 後発品

外用薬 硫酸バリウム ９８．１％１０ｇ エネマスター注腸散 後発品

外用薬 フルオレセイン １枚
フローレス眼検査用試験紙０．７
ｍｇ

後発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品

注射薬 プロポフォール
２００ｍｇ２０ｍＬ１
管

１％ディプリバン注 先発品

注射薬 プロポフォール
２００ｍｇ２０ｍＬ１
管

１％プロポフォール注「マルイ
シ」

後発品

注射薬 プロポフォール
５００ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

１％ディプリバン注 先発品

注射薬 プロポフォール
５００ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

１％プロポフォール注「マルイ
シ」

後発品

注射薬 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶
１％プロポフォール注「マルイ
シ」

後発品

注射薬 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 １％ディプリバン注 先発品

注射薬 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール注１％「Ｆ」 後発品

注射薬 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ドルミカム注射液１０ｍｇ 先発品

注射薬 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 後発品

注射薬 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管
ミダゾラム注射液１０ｍｇ「タイ
ヨー」

後発品

注射薬
コンドロイチン硫酸エステルナトリ
ウム・サリチル酸ナトリウム １０ｍＬ１管 カシロン静注１０ｍＬ 後発品

注射薬
サリチル酸ナトリウ
ム・ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 ジブカルソー注 後発品

注射薬 乳酸ビペリデン ０．５％１ｍＬ１管 タスモリン注５ｍｇ 後発品

注射薬 ハロペリドール ０．５％１ｍＬ１管 リントン注５ｍｇ 後発品

注射薬 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 ラジカット注３０ｍｇ 先発品

注射薬 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管
エダラボン点滴静注３０ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

後発品

注射薬 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管
エダラボン点滴静注３０ｍｇ「明
治」

後発品

注射薬 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管
エダラボン点滴静注液３０ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍ
ｇ

先発品

注射薬 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注液バッグ３０
ｍｇ「日医工」

後発品

注射薬 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注０．５％ 後発品

注射薬 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注１％ 後発品

注射薬 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１筒 キシロカイン注シリンジ１％ 後発品

注射薬 リドカイン １％２００ｍＬ１袋 オリベス点滴用１％ 後発品

注射薬 ベクロニウム臭化物
４ｍｇ１管（溶解液
付）

マスキュレート静注用４ｍｇ 後発品

注射薬 ベクロニウム臭化物
４ｍｇ１管（溶解液
付）

マスキュラックス静注用４ｍｇ 先発品

注射薬 ベクロニウム臭化物 １０ｍｇ１瓶 マスキュラックス静注用１０ｍｇ 先発品

注射薬 ベクロニウム臭化物 １０ｍｇ１瓶 マスキュレート静注用１０ｍｇ 後発品

注射薬
ブチルスコポラミン臭
化物

２％１ｍＬ１管
ブチルスコポラミン臭化物注２０
ｍｇ「日医工」

後発品

注射薬
アトロピン硫酸塩水和
物

０．０５％１ｍＬ１管 局 アトロピン硫酸塩注射液

注射薬
アトロピン硫酸塩水和
物

０．０５％１ｍＬ１筒
アトロピン注０．０５％シリンジ
「テルモ」

後発品

注射薬
安息香酸ナトリウムカ
フェイン

２０％１ｍＬ１管 アンナカ注「フソー」－２０％ 後発品

注射薬 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管 局 ドパミン塩酸塩注射液 後発品

注射薬 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管 局 イノバン注１００ｍｇ 先発品

注射薬 ドパミン塩酸塩
２００ｍｇ１０ｍＬ１
管

局 イノバン注２００ｍｇ 先発品

注射薬 ドパミン塩酸塩
０．１％２００ｍＬ１
袋

局 プレドパ注２００ 後発品

注射薬 ドパミン塩酸塩
０．１％２００ｍＬ１
袋

局 カタボンＬｏｗ注２００ｍｇ 後発品

品　　　名区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

外用薬 ラノコナゾール １％１ｇ
ラノコナゾールクリーム１％「イ
ワキ」

後発品

外用薬 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ボレークリーム１％ 先発品

外用薬 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局
塩酸ブテナフィンクリーム１％
「マイラン」

後発品

外用薬 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 メンタックスクリーム１％ 先発品

外用薬 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局 ボレースプレー１％ 先発品

外用薬 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局
塩酸ブテナフィンスプレー１％
「マイラン」

後発品

外用薬 尿素 １０％１ｇ ベギン軟膏１０ 後発品

外用薬 尿素 １０％１ｇ パスタロンソフト軟膏１０％ 先発品

外用薬 尿素 ２０％１ｇ ベギン軟膏２０ 後発品

外用薬 尿素 ２０％１ｇ パスタロンソフト軟膏２０％ 先発品

外用薬 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ フロジン外用液５％ 後発品

外用薬 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ 先発品

外用薬 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ
マキサカルシトール軟膏２５μｇ
／ｇ「イワキ」

後発品

外用薬
精製白糖・ポビドン
ヨード

１ｇ ユーパスタコーワ軟膏 先発品

外用薬
精製白糖・ポビドン
ヨード

１ｇ イソジンシュガーパスタ軟膏 後発品

外用薬
精製白糖・ポビドン
ヨード

１ｇ ソアナース軟膏 先発品

外用薬
精製白糖・ポビドン
ヨード

１ｇ ソアナース軟膏分包８ｇ 先発品

外用薬
精製白糖・ポビドン
ヨード

１ｇ ユーパスタコーワ軟膏分包８ｇ 先発品

外用薬 酸化セルロース
ニューニット１５．２
ｃｍ×２２．９ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘ
モスタット

後発品

外用薬 酸化セルロース
５．１ｃｍ×７．６ｃ
ｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘ
モスタット

後発品

外用薬 酸化セルロース
５．１ｃｍ×３５．６
ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘ
モスタット

後発品

外用薬 酸化セルロース
１０．２ｃｍ×２０．
３ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘ
モスタット

後発品

外用薬 酸化セルロース
綿型５．１ｃｍ×２．
５ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘ
モスタット

後発品

外用薬 ヘパリン類似物質 １ｇ ヒルドイドクリーム０．３％ 準先発品

外用薬 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンクリーム０．３％ 後発品

外用薬 ヘパリン類似物質 １ｇ
ビーソフテン外用スプレー０．
３％

後発品

外用薬 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」 後発品

外用薬 ビダラビン ３％１ｇ アラーゼ軟膏３％ 後発品

外用薬 ビダラビン ３％１ｇ アラセナ－Ａ軟膏３％ 先発品

外用薬 ビダラビン ３％１ｇ アラセナ－Ａクリーム３％ 先発品

外用薬 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＥ－７５ 後発品

外用薬 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＨ－１５ 後発品

外用薬 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＳ－５５ 後発品

外用薬 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ バロジェクトゾル１００ 後発品

外用薬 硫酸バリウム ６０％３００ｍＬ１個 バリエネマ３００ 後発品

外用薬 硫酸バリウム ９８．１％１０ｇ エネマスター注腸散 後発品

外用薬 フルオレセイン １枚
フローレス眼検査用試験紙０．７
ｍｇ

後発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 硝酸イソソルビド
０．０５％１０ｍＬ１
管

サークレス注０．０５％ 後発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１管
塩酸ジルチアゼム注射用１０「日
医工」

後発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１管
塩酸ジルチアゼム注射用５０「日
医工」

後発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用２５０ 先発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶
塩酸ジルチアゼム注射用２５０
「日医工」

後発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶
ジルチアゼム塩酸塩注射用２５０
ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用１０ 先発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１瓶
ジルチアゼム塩酸塩注射用１０ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用５０ 先発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 シグマート注２ｍｇ 先発品

注射薬 ニコランジル ２ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用２ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 シグマート注１２ｍｇ 先発品

注射薬 ニコランジル １２ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 シグマート注４８ｍｇ 先発品

注射薬 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬
アルプロスタジル　ア
ルファデクス

２０μｇ１管 アピスタンディン注射用２０μｇ 後発品

注射薬
アルプロスタジル　ア
ルファデクス

５００μｇ１瓶 タンデトロン注射用５００ 後発品

注射薬
アルプロスタジル　ア
ルファデクス

５００μｇ１瓶
プロスタンディン点滴静注用５０
０μｇ

先発品

注射薬
アルプロスタジル　ア
ルファデクス

２０μｇ１瓶 タンデトロン注射用２０ 後発品

注射薬
アルプロスタジル　ア
ルファデクス

２０μｇ１瓶 プロスタンディン注射用２０μｇ 先発品

注射薬 シチコリン ２５％２ｍＬ１管
シチコリン注５００ｍｇ／２ｍＬ
「ＮＰ」

後発品

注射薬 シチコリン ２５％４ｍＬ１管 シチコリン２５％４ｍＬ注射液 後発品

注射薬 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 パルクス注５μｇ 先発品

注射薬 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 リプル注５μｇ 先発品

注射薬 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局
アルプロスタジル注５μｇ「ＭＥ
Ｄ」

後発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 パルクス注１０μｇ 先発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 リプル注１０μｇ 先発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 プリンク注１０μｇ 後発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 アリプロスト注１０μｇ 後発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局
アルプロスタジル注１０μｇ「Ｍ
ＥＤ」

後発品

注射薬 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 局
アルプロスタジル注５μｇシリン
ジ「サワイ」

後発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 パルクス注ディスポ１０μｇ 先発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 リプルキット注１０μｇ 先発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局
アルプロスタジル注１０μｇシリ
ンジ「サワイ」

後発品

注射薬 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 ガルトバン注射液１０ｍｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 ドパミン塩酸塩
０．１％２００ｍＬ１
袋

局 カコージンＤ注０．１％ 後発品

注射薬 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ１
袋

局 プレドパ注６００ 後発品

注射薬 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ１
袋

局 塩酸ドパミン注キット６００ 後発品

注射薬 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ１
袋

局 カタボンＨｉ注６００ｍｇ 後発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブトレックス注射液１００ｍｇ 先発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドプミン注１００ｍｇ 後発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドプタミン点滴静注液１００ｍｇ 後発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管
ドブタミン塩酸塩点滴静注液１０
０ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ１
袋

ドブトレックスキット点滴静注用
６００ｍｇ

後発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩 ０．３％５０ｍＬ１筒 ドブポン注０．３％シリンジ 後発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩 ０．６％５０ｍＬ１筒 ドブポン注０．６％シリンジ 後発品

注射薬 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ミルリーラ注射液１０ｍｇ 先発品

注射薬 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 後発品

注射薬 ミルリノン
２２．５ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１袋

ミルリーラＫ注射液２２．５ｍｇ 先発品

注射薬 ミルリノン
２２．５ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１袋

ミルリノン注２２．５ｍｇバッグ
「タカタ」

後発品

注射薬 ベラパミル塩酸塩 ０．２５％２ｍＬ１管 ワソラン静注５ｍｇ 先発品

注射薬 ベラパミル塩酸塩 ０．２５％２ｍＬ１管
ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タ
イヨー」

後発品

注射薬 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１筒
リドカイン静注用２％シリンジ
「テルモ」

後発品

注射薬 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１管 ソルダクトン静注用２００ｍｇ 先発品

注射薬 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１瓶
カンレノ酸カリウム静注用２００
ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬 フロセミド １００ｍｇ１管 局 ラシックス注１００ｍｇ 先発品

注射薬 フロセミド ２０ｍｇ１管 局
フロセミド注２０ｍｇ「タイ
ヨー」

後発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液２ｍｇ 先発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局
ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局
ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液１０ｍｇ 先発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局
ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍ
ｇ「日医工」

後発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局
ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液２５ｍｇ 先発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 局
ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍ
ｇ「日医工」

後発品

注射薬 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ 先発品

注射薬 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 ミオコール静注５ｍｇ 後発品

注射薬 ニトログリセリン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ミオコール点滴静注５０ｍｇ 後発品

注射薬 ニトログリセリン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ミリスロール注５０ｍｇ／１００
ｍＬ

先発品

注射薬 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ミオコール点滴静注２５ｍｇ 後発品

注射薬 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１筒
ニトログリセリン注２５ｍｇ／５
０ｍＬシリンジ「テルモ」

後発品

注射薬 硝酸イソソルビド
０．０５％１０ｍＬ１
管

ニトロール注５ｍｇ 先発品
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薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 硝酸イソソルビド
０．０５％１０ｍＬ１
管

サークレス注０．０５％ 後発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１管
塩酸ジルチアゼム注射用１０「日
医工」

後発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１管
塩酸ジルチアゼム注射用５０「日
医工」

後発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用２５０ 先発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶
塩酸ジルチアゼム注射用２５０
「日医工」

後発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶
ジルチアゼム塩酸塩注射用２５０
ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用１０ 先発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１瓶
ジルチアゼム塩酸塩注射用１０ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用５０ 先発品

注射薬 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 シグマート注２ｍｇ 先発品

注射薬 ニコランジル ２ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用２ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 シグマート注１２ｍｇ 先発品

注射薬 ニコランジル １２ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 シグマート注４８ｍｇ 先発品

注射薬 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬
アルプロスタジル　ア
ルファデクス

２０μｇ１管 アピスタンディン注射用２０μｇ 後発品

注射薬
アルプロスタジル　ア
ルファデクス

５００μｇ１瓶 タンデトロン注射用５００ 後発品

注射薬
アルプロスタジル　ア
ルファデクス

５００μｇ１瓶
プロスタンディン点滴静注用５０
０μｇ

先発品

注射薬
アルプロスタジル　ア
ルファデクス

２０μｇ１瓶 タンデトロン注射用２０ 後発品

注射薬
アルプロスタジル　ア
ルファデクス

２０μｇ１瓶 プロスタンディン注射用２０μｇ 先発品

注射薬 シチコリン ２５％２ｍＬ１管
シチコリン注５００ｍｇ／２ｍＬ
「ＮＰ」

後発品

注射薬 シチコリン ２５％４ｍＬ１管 シチコリン２５％４ｍＬ注射液 後発品

注射薬 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 パルクス注５μｇ 先発品

注射薬 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 リプル注５μｇ 先発品

注射薬 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局
アルプロスタジル注５μｇ「ＭＥ
Ｄ」

後発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 パルクス注１０μｇ 先発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 リプル注１０μｇ 先発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 プリンク注１０μｇ 後発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 アリプロスト注１０μｇ 後発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局
アルプロスタジル注１０μｇ「Ｍ
ＥＤ」

後発品

注射薬 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 局
アルプロスタジル注５μｇシリン
ジ「サワイ」

後発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 パルクス注ディスポ１０μｇ 先発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 リプルキット注１０μｇ 先発品

注射薬 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局
アルプロスタジル注１０μｇシリ
ンジ「サワイ」

後発品

注射薬 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 ガルトバン注射液１０ｍｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 ドパミン塩酸塩
０．１％２００ｍＬ１
袋

局 カコージンＤ注０．１％ 後発品

注射薬 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ１
袋

局 プレドパ注６００ 後発品

注射薬 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ１
袋

局 塩酸ドパミン注キット６００ 後発品

注射薬 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ１
袋

局 カタボンＨｉ注６００ｍｇ 後発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブトレックス注射液１００ｍｇ 先発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドプミン注１００ｍｇ 後発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドプタミン点滴静注液１００ｍｇ 後発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管
ドブタミン塩酸塩点滴静注液１０
０ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ１
袋

ドブトレックスキット点滴静注用
６００ｍｇ

後発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩 ０．３％５０ｍＬ１筒 ドブポン注０．３％シリンジ 後発品

注射薬 ドブタミン塩酸塩 ０．６％５０ｍＬ１筒 ドブポン注０．６％シリンジ 後発品

注射薬 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ミルリーラ注射液１０ｍｇ 先発品

注射薬 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 後発品

注射薬 ミルリノン
２２．５ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１袋

ミルリーラＫ注射液２２．５ｍｇ 先発品

注射薬 ミルリノン
２２．５ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１袋

ミルリノン注２２．５ｍｇバッグ
「タカタ」

後発品

注射薬 ベラパミル塩酸塩 ０．２５％２ｍＬ１管 ワソラン静注５ｍｇ 先発品

注射薬 ベラパミル塩酸塩 ０．２５％２ｍＬ１管
ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タ
イヨー」

後発品

注射薬 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１筒
リドカイン静注用２％シリンジ
「テルモ」

後発品

注射薬 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１管 ソルダクトン静注用２００ｍｇ 先発品

注射薬 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１瓶
カンレノ酸カリウム静注用２００
ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬 フロセミド １００ｍｇ１管 局 ラシックス注１００ｍｇ 先発品

注射薬 フロセミド ２０ｍｇ１管 局
フロセミド注２０ｍｇ「タイ
ヨー」

後発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液２ｍｇ 先発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局
ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局
ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液１０ｍｇ 先発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局
ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍ
ｇ「日医工」

後発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局
ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液２５ｍｇ 先発品

注射薬 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 局
ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍ
ｇ「日医工」

後発品

注射薬 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ 先発品

注射薬 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 ミオコール静注５ｍｇ 後発品

注射薬 ニトログリセリン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ミオコール点滴静注５０ｍｇ 後発品

注射薬 ニトログリセリン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ミリスロール注５０ｍｇ／１００
ｍＬ

先発品

注射薬 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ミオコール点滴静注２５ｍｇ 後発品

注射薬 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１筒
ニトログリセリン注２５ｍｇ／５
０ｍＬシリンジ「テルモ」

後発品

注射薬 硝酸イソソルビド
０．０５％１０ｍＬ１
管

ニトロール注５ｍｇ 先発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管
ラモセトロン塩酸塩静注液０．３
ｍｇ「Ｆ」

後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

１５０単位１瓶（溶解
液付）

ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリ
ング」

後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ注テイゾー７５ 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ筋注用７５単位「Ｆ」 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

１５０単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ注テイゾー１５０ 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

１５０単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

１００単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ「ＴＹＫ」１００注用 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

７５単位１管（溶解液
付）

フォリルモンＰ注７５ 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

７５単位１管（溶解液
付）

ゴナピュール注用７５ 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

１５０単位１管（溶解
液付）

ゴナピュール注用１５０ 後発品

注射薬 アドレナリン ０．１％１ｍＬ１筒
アドレナリン注０．１％シリンジ
「テルモ」

後発品

注射薬 アドレナリン ０．１５ｍｇ１筒 エピペン注射液０．１５ｍｇ 先発品

注射薬 アドレナリン ０．３ｍｇ１筒 局 エピペン注射液０．３ｍｇ 先発品

注射薬
ヒドロコルチゾンコハク酸
エステルナトリウム

１００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

サクシゾン注射用１００ｍｇ 後発品

注射薬
ヒドロコルチゾンコハク酸
エステルナトリウム

３００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

サクシゾン注射用３００ｍｇ 後発品

注射薬
ヒドロコルチゾンリン
酸エステルナトリウム

１００ｍｇ２ｍＬ１瓶
水溶性ハイドロコートン注射液１
００ｍｇ

先発品

注射薬
ヒドロコルチゾンリン
酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

水溶性ハイドロコートン注射液５
００ｍｇ

先発品

注射薬
デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム ３ｍｇ１管 メサドロン注３ｍｇ 後発品

注射薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

２ｍｇ１管
リノロサール注射液２ｍｇ（０．
４％）

後発品

注射薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

２０ｍｇ１ｍＬ１管 リンデロン注２０ｍｇ（２％） 先発品

注射薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

１００ｍｇ５ｍＬ１管 リンデロン注１００ｍｇ（２％） 先発品

注射薬
デキサメタゾンリン酸
エステルナトリウム

１．６５ｍｇ０．５ｍ
Ｌ１管

デキサート注射液１．６５ｍｇ 後発品

注射薬
デキサメタゾンリン酸
エステルナトリウム

３．３ｍｇ１ｍＬ１管 デキサート注射液３．３ｍｇ 後発品

注射薬
デキサメタゾンリン酸
エステルナトリウム

６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶 デキサート注射液６．６ｍｇ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用プリドール４０ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用ソル・メルコート４０ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ 先発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用プリドール１２５ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用ソル・メルコート１２５ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソル・メドロール静注用１２５ｍ
ｇ

先発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用プリドール５００ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用ソル・メルコート５００ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソル・メドロール静注用５００ｍ
ｇ

先発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） 注射用プリドール１０００ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付）
注射用ソル・メルコート１，００
０

後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付）
ソル・メドロール静注用１０００
ｍｇ

先発品

注射薬
プラステロン硫酸エス
テルナトリウム水和物

２００ｍｇ１瓶 レボスパ静注用２００ｍｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管
アルガトロバン注射液１０ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２ｍＬ１管
スロンノンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍ
Ｌ

先発品

注射薬 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２ｍＬ１管
ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍ
Ｌ

先発品

注射薬 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１瓶 グリポーゼ注 後発品

注射薬 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセノン注 後発品

注射薬 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセリンＦ注 後発品

注射薬 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセオール注 先発品

注射薬 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセレブ点滴静注 後発品

注射薬 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 アネキセート注射液０．５ｍｇ 先発品

注射薬 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管
フルマゼニル注射液０．５ｍｇ
「Ｆ」

後発品

注射薬 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管
フルマゼニル静注液０．５ｍｇ
「タイヨー」

後発品

注射薬 テオフィリン
０．１％２００ｍＬ１
袋

テオドリップ点滴静注用２００ｍ
ｇ

後発品

注射薬 ファモチジン ２０ｍｇ２ｍＬ１管 局 ガスター注射液２０ｍｇ 先発品

注射薬 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局
ファモチジン注射用２０ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

注射薬 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ファモスタジン注用２０ｍｇ 後発品

注射薬 ファモチジン ２０ｍｇ１瓶 局
ファモチジン注射用２０ｍｇ「日
医工」

後発品

注射薬 ラニチジン塩酸塩 ２．５％２ｍＬ１管 ザンタック注射液５０ｍｇ 先発品

注射薬 ラニチジン塩酸塩 ２．５％２ｍＬ１管
ラニチジン注射液５０ｍｇ「タイ
ヨー」

後発品

注射薬 ラニチジン塩酸塩 ２．５％４ｍＬ１管 ザンタック注射液１００ｍｇ 先発品

注射薬 ラニチジン塩酸塩 ２．５％４ｍＬ１管
ラニチジン注射液１００ｍｇ「タ
イヨー」

後発品

注射薬 ラニチジン塩酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１筒
ラニチジン注５０ｍｇシリンジ
「ＮＰ」

後発品

注射薬
オメプラゾールナトリ
ウム

２０ｍｇ１瓶 オメプラール注用２０ 先発品

注射薬
オメプラゾールナトリ
ウム

２０ｍｇ１瓶
オメプラゾール注用２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

後発品

注射薬
オメプラゾールナトリ
ウム

２０ｍｇ１瓶
オメプラゾール注射用２０ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 カイトリル注３ｍｇ 先発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管
グラニセトロン静注液３ｍｇ「ア
イロム」

後発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管
グラニセトロン静注液３ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注液３ｍｇ
バッグ「アイロム」

後発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋
カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ
／１００ｍＬ

先発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注バッグ３
ｍｇ／１００ｍＬ「ＮＫ」

後発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋
カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ
／５０ｍＬ

先発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注バッグ３
ｍｇ／５０ｍＬ「テルモ」

後発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注バッグ１
ｍｇ／５０ｍＬ「テルモ」

後発品

注射薬
オンダンセトロン塩酸
塩水和物

４ｍｇ２ｍＬ１管 ゾフラン注４ 先発品

注射薬
オンダンセトロン塩酸
塩水和物

４ｍｇ２ｍＬ１管
オンダンセトロン注射液４ｍｇ
「サンド」

後発品

注射薬 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ナゼア注射液０．３ｍｇ 先発品

注射薬 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管
ラモセトロン塩酸塩注射液０．３
ｍｇ「ＥＭＥＣ」

後発品
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成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管
ラモセトロン塩酸塩静注液０．３
ｍｇ「Ｆ」

後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

１５０単位１瓶（溶解
液付）

ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリ
ング」

後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ注テイゾー７５ 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ筋注用７５単位「Ｆ」 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

１５０単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ注テイゾー１５０ 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

１５０単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

１００単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ「ＴＹＫ」１００注用 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

７５単位１管（溶解液
付）

フォリルモンＰ注７５ 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

７５単位１管（溶解液
付）

ゴナピュール注用７５ 後発品

注射薬
ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン

１５０単位１管（溶解
液付）

ゴナピュール注用１５０ 後発品

注射薬 アドレナリン ０．１％１ｍＬ１筒
アドレナリン注０．１％シリンジ
「テルモ」

後発品

注射薬 アドレナリン ０．１５ｍｇ１筒 エピペン注射液０．１５ｍｇ 先発品

注射薬 アドレナリン ０．３ｍｇ１筒 局 エピペン注射液０．３ｍｇ 先発品

注射薬
ヒドロコルチゾンコハク酸
エステルナトリウム

１００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

サクシゾン注射用１００ｍｇ 後発品

注射薬
ヒドロコルチゾンコハク酸
エステルナトリウム

３００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

サクシゾン注射用３００ｍｇ 後発品

注射薬
ヒドロコルチゾンリン
酸エステルナトリウム

１００ｍｇ２ｍＬ１瓶
水溶性ハイドロコートン注射液１
００ｍｇ

先発品

注射薬
ヒドロコルチゾンリン
酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

水溶性ハイドロコートン注射液５
００ｍｇ

先発品

注射薬
デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム ３ｍｇ１管 メサドロン注３ｍｇ 後発品

注射薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

２ｍｇ１管
リノロサール注射液２ｍｇ（０．
４％）

後発品

注射薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

２０ｍｇ１ｍＬ１管 リンデロン注２０ｍｇ（２％） 先発品

注射薬
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

１００ｍｇ５ｍＬ１管 リンデロン注１００ｍｇ（２％） 先発品

注射薬
デキサメタゾンリン酸
エステルナトリウム

１．６５ｍｇ０．５ｍ
Ｌ１管

デキサート注射液１．６５ｍｇ 後発品

注射薬
デキサメタゾンリン酸
エステルナトリウム

３．３ｍｇ１ｍＬ１管 デキサート注射液３．３ｍｇ 後発品

注射薬
デキサメタゾンリン酸
エステルナトリウム

６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶 デキサート注射液６．６ｍｇ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用プリドール４０ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用ソル・メルコート４０ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ 先発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用プリドール１２５ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用ソル・メルコート１２５ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソル・メドロール静注用１２５ｍ
ｇ

先発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用プリドール５００ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用ソル・メルコート５００ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソル・メドロール静注用５００ｍ
ｇ

先発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） 注射用プリドール１０００ 後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付）
注射用ソル・メルコート１，００
０

後発品

注射薬
メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付）
ソル・メドロール静注用１０００
ｍｇ

先発品

注射薬
プラステロン硫酸エス
テルナトリウム水和物

２００ｍｇ１瓶 レボスパ静注用２００ｍｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管
アルガトロバン注射液１０ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２ｍＬ１管
スロンノンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍ
Ｌ

先発品

注射薬 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２ｍＬ１管
ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍ
Ｌ

先発品

注射薬 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１瓶 グリポーゼ注 後発品

注射薬 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセノン注 後発品

注射薬 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセリンＦ注 後発品

注射薬 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセオール注 先発品

注射薬 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセレブ点滴静注 後発品

注射薬 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 アネキセート注射液０．５ｍｇ 先発品

注射薬 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管
フルマゼニル注射液０．５ｍｇ
「Ｆ」

後発品

注射薬 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管
フルマゼニル静注液０．５ｍｇ
「タイヨー」

後発品

注射薬 テオフィリン
０．１％２００ｍＬ１
袋

テオドリップ点滴静注用２００ｍ
ｇ

後発品

注射薬 ファモチジン ２０ｍｇ２ｍＬ１管 局 ガスター注射液２０ｍｇ 先発品

注射薬 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局
ファモチジン注射用２０ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

注射薬 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ファモスタジン注用２０ｍｇ 後発品

注射薬 ファモチジン ２０ｍｇ１瓶 局
ファモチジン注射用２０ｍｇ「日
医工」

後発品

注射薬 ラニチジン塩酸塩 ２．５％２ｍＬ１管 ザンタック注射液５０ｍｇ 先発品

注射薬 ラニチジン塩酸塩 ２．５％２ｍＬ１管
ラニチジン注射液５０ｍｇ「タイ
ヨー」

後発品

注射薬 ラニチジン塩酸塩 ２．５％４ｍＬ１管 ザンタック注射液１００ｍｇ 先発品

注射薬 ラニチジン塩酸塩 ２．５％４ｍＬ１管
ラニチジン注射液１００ｍｇ「タ
イヨー」

後発品

注射薬 ラニチジン塩酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１筒
ラニチジン注５０ｍｇシリンジ
「ＮＰ」

後発品

注射薬
オメプラゾールナトリ
ウム

２０ｍｇ１瓶 オメプラール注用２０ 先発品

注射薬
オメプラゾールナトリ
ウム

２０ｍｇ１瓶
オメプラゾール注用２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

後発品

注射薬
オメプラゾールナトリ
ウム

２０ｍｇ１瓶
オメプラゾール注射用２０ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 カイトリル注３ｍｇ 先発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管
グラニセトロン静注液３ｍｇ「ア
イロム」

後発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管
グラニセトロン静注液３ｍｇ「サ
ワイ」

後発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注液３ｍｇ
バッグ「アイロム」

後発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋
カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ
／１００ｍＬ

先発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注バッグ３
ｍｇ／１００ｍＬ「ＮＫ」

後発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋
カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ
／５０ｍＬ

先発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注バッグ３
ｍｇ／５０ｍＬ「テルモ」

後発品

注射薬 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注バッグ１
ｍｇ／５０ｍＬ「テルモ」

後発品

注射薬
オンダンセトロン塩酸
塩水和物

４ｍｇ２ｍＬ１管 ゾフラン注４ 先発品

注射薬
オンダンセトロン塩酸
塩水和物

４ｍｇ２ｍＬ１管
オンダンセトロン注射液４ｍｇ
「サンド」

後発品

注射薬 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ナゼア注射液０．３ｍｇ 先発品

注射薬 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管
ラモセトロン塩酸塩注射液０．３
ｍｇ「ＥＭＥＣ」

後発品
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注射薬 アミノ酸・糖・電解質 ５００ｍＬ１キット ツインパル輸液 後発品

注射薬 ダイズ油 １００ｍＬ１袋 イントラリピッド輸液１０％ 後発品

注射薬 ダイズ油 ２５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液１０％ 後発品

注射薬 ダイズ油 ２０％１００ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 後発品

注射薬 ダイズ油 ２０％２５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 後発品

注射薬 ダイズ油 ２０％５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 後発品

注射薬 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 生食溶解液キットＨ 後発品

注射薬 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 生食注キット「フソー」 後発品

注射薬 生理食塩液 １０ｍＬ１筒
生食注シリンジ「オーツカ」１０
ｍＬ

後発品

注射薬 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒
生食注シリンジ「オーツカ」２０
ｍＬ

後発品

注射薬 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 大塚生食注２ポート１００ｍＬ 後発品

注射薬 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「テルモ」５ｍＬ 後発品

注射薬 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 生食注キット「フソー」 後発品

注射薬
ヒドロキシエチルデン
プン７００００

６％５００ｍＬ１袋 サリンヘス輸液６％ 後発品

注射薬 塩化カリウム
１モル１０ｍＬ１キッ
ト

ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テル
モ」

後発品

注射薬 塩化カリウム
１モル２０ｍＬ１キッ
ト

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テル
モ」

後発品

注射薬 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒
塩化ナトリウム注１０％シリンジ
「テルモ」

後発品

注射薬 開始液 ２００ｍＬ１瓶 リプラス１号輸液 後発品

注射薬 開始液 ５００ｍＬ１瓶 リプラス１号輸液 後発品

注射薬 開始液 ５００ｍＬ１袋 リプラス１号輸液 後発品

注射薬 開始液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 後発品

注射薬 開始液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 後発品

注射薬
デキストラン４０・ブ
ドウ糖

５００ｍＬ１袋 ※
低分子デキストラン糖注（大塚製
薬工場）

後発品

注射薬 維持液 ５００ｍＬ１袋 １０％ＥＬ－３号輸液 先発品

注射薬 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 後発品

注射薬 維持液 ５００ｍＬ１袋 ユエキンキープ輸液 後発品

注射薬 維持液 ２００ｍＬ１袋 ヒシナルク３号輸液 後発品

注射薬 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 後発品

注射薬 維持液 １Ｌ１袋 ソルデム３Ａ輸液 後発品

注射薬 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 後発品

注射薬 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 後発品

注射薬 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム６輸液 後発品

注射薬 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 後発品

注射薬 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルラクト輸液 後発品

注射薬 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 後発品

注射薬 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ソルラクト輸液 後発品

注射薬
ソルビトール加乳酸リ
ンゲル

５００ｍＬ１袋 ラクテックＧ輸液 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬
ヒドロキシプロゲステロン
カプロン酸エステル

１２５ｍｇ１管
プロゲストンデポー筋注１２５ｍ
ｇ

後発品

注射薬
テストステロンエナント酸エステ
ル･エストラジオール吉草酸エステ
ル

１ｍＬ１管 ダイホルモン・デポー注 後発品

注射薬 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管
プロスタルモン・Ｆ注射液１００
０

先発品

注射薬 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 プロスモン注１０００μｇ 後発品

注射薬
メチルエルゴメトリン
マレイン酸塩

０．０２％１ｍＬ１管 パルタンＭ注０．２ｍｇ 後発品

注射薬
メチルエルゴメトリン
マレイン酸塩

０．０２％１ｍＬ１管
メチルエルゴメトリン注０．２ｍ
ｇ「あすか」

後発品

注射薬 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ウテメリン注５０ｍｇ 先発品

注射薬 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ウテロン点滴静注液５０ｍｇ 後発品

注射薬 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管
リトドリン点滴静注５０ｍｇ「Ｐ
Ｐ」

後発品

注射薬 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ルテオニン点滴静注用５０ｍｇ 後発品

注射薬 パンテチン ２００ｍｇ１管 デルモリチン注１０％ 後発品

注射薬 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メチコバール注射液５００μｇ 先発品

注射薬 メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒
ハイトコバミンＭ注５００μｇシ
リンジ

後発品

注射薬 フィトナジオン １０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注１０ｍｇ 後発品

注射薬
チアミン・アスコルビ
ン酸配合剤

５ｍＬ１管 プレビタＳ注射液 後発品

注射薬
チアミン・アスコルビ
ン酸配合剤

５ｍＬ１管 サブビタン静注 後発品

注射薬
チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 コンベルビー注 後発品

注射薬
チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ビースリミン注 後発品

注射薬
高カロリー輸液用総合
ビタミン剤

１瓶 ダイメジン・マルチ注 後発品

注射薬
高カロリー輸液用総合
ビタミン剤

１瓶 ネオラミン・マルチＶ注射用 先発品

注射薬
高カロリー輸液用総合
ビタミン剤

２筒１キット ビタジェクト注キット 後発品

注射薬
Ｌ－アスパラギン酸カ
リウム

１７．１２％１０ｍＬ
１キット

アスパラギン酸カリウム注１０ｍ
Ｅｑキット「テルモ」

後発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１管 エレメンミック注 先発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１管 ミネラリン注 先発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１管 ボルビックス注 後発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１管 メドレニック注 後発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１筒 エレメンミック注キット 先発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１筒 ミネラリン注シリンジ 先発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１筒 メドレニック注シリンジ 後発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１筒 ミネリック－５注シリンジ 後発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１筒 エレジェクト注シリンジ 後発品

注射薬 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１筒
ブドウ糖注５０％シリンジ「テル
モ」

後発品

注射薬 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 アミノレバン点滴静注 先発品

注射薬 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 後発品

注射薬 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 アミノレバン点滴静注 先発品

注射薬 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 後発品

注射薬 アミノ酸・糖・電解質 ５００ｍＬ１キット アミノフリード輸液 先発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 アミノ酸・糖・電解質 ５００ｍＬ１キット ツインパル輸液 後発品

注射薬 ダイズ油 １００ｍＬ１袋 イントラリピッド輸液１０％ 後発品

注射薬 ダイズ油 ２５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液１０％ 後発品

注射薬 ダイズ油 ２０％１００ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 後発品

注射薬 ダイズ油 ２０％２５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 後発品

注射薬 ダイズ油 ２０％５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 後発品

注射薬 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 生食溶解液キットＨ 後発品

注射薬 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 生食注キット「フソー」 後発品

注射薬 生理食塩液 １０ｍＬ１筒
生食注シリンジ「オーツカ」１０
ｍＬ

後発品

注射薬 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒
生食注シリンジ「オーツカ」２０
ｍＬ

後発品

注射薬 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 大塚生食注２ポート１００ｍＬ 後発品

注射薬 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「テルモ」５ｍＬ 後発品

注射薬 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 生食注キット「フソー」 後発品

注射薬
ヒドロキシエチルデン
プン７００００

６％５００ｍＬ１袋 サリンヘス輸液６％ 後発品

注射薬 塩化カリウム
１モル１０ｍＬ１キッ
ト

ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テル
モ」

後発品

注射薬 塩化カリウム
１モル２０ｍＬ１キッ
ト

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テル
モ」

後発品

注射薬 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒
塩化ナトリウム注１０％シリンジ
「テルモ」

後発品

注射薬 開始液 ２００ｍＬ１瓶 リプラス１号輸液 後発品

注射薬 開始液 ５００ｍＬ１瓶 リプラス１号輸液 後発品

注射薬 開始液 ５００ｍＬ１袋 リプラス１号輸液 後発品

注射薬 開始液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 後発品

注射薬 開始液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 後発品

注射薬
デキストラン４０・ブ
ドウ糖

５００ｍＬ１袋 ※
低分子デキストラン糖注（大塚製
薬工場）

後発品

注射薬 維持液 ５００ｍＬ１袋 １０％ＥＬ－３号輸液 先発品

注射薬 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 後発品

注射薬 維持液 ５００ｍＬ１袋 ユエキンキープ輸液 後発品

注射薬 維持液 ２００ｍＬ１袋 ヒシナルク３号輸液 後発品

注射薬 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 後発品

注射薬 維持液 １Ｌ１袋 ソルデム３Ａ輸液 後発品

注射薬 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 後発品

注射薬 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 後発品

注射薬 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム６輸液 後発品

注射薬 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 後発品

注射薬 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルラクト輸液 後発品

注射薬 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 後発品

注射薬 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ソルラクト輸液 後発品

注射薬
ソルビトール加乳酸リ
ンゲル

５００ｍＬ１袋 ラクテックＧ輸液 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬
ヒドロキシプロゲステロン
カプロン酸エステル

１２５ｍｇ１管
プロゲストンデポー筋注１２５ｍ
ｇ

後発品

注射薬
テストステロンエナント酸エステ
ル･エストラジオール吉草酸エステ
ル

１ｍＬ１管 ダイホルモン・デポー注 後発品

注射薬 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管
プロスタルモン・Ｆ注射液１００
０

先発品

注射薬 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 プロスモン注１０００μｇ 後発品

注射薬
メチルエルゴメトリン
マレイン酸塩

０．０２％１ｍＬ１管 パルタンＭ注０．２ｍｇ 後発品

注射薬
メチルエルゴメトリン
マレイン酸塩

０．０２％１ｍＬ１管
メチルエルゴメトリン注０．２ｍ
ｇ「あすか」

後発品

注射薬 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ウテメリン注５０ｍｇ 先発品

注射薬 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ウテロン点滴静注液５０ｍｇ 後発品

注射薬 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管
リトドリン点滴静注５０ｍｇ「Ｐ
Ｐ」

後発品

注射薬 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ルテオニン点滴静注用５０ｍｇ 後発品

注射薬 パンテチン ２００ｍｇ１管 デルモリチン注１０％ 後発品

注射薬 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メチコバール注射液５００μｇ 先発品

注射薬 メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒
ハイトコバミンＭ注５００μｇシ
リンジ

後発品

注射薬 フィトナジオン １０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注１０ｍｇ 後発品

注射薬
チアミン・アスコルビ
ン酸配合剤

５ｍＬ１管 プレビタＳ注射液 後発品

注射薬
チアミン・アスコルビ
ン酸配合剤

５ｍＬ１管 サブビタン静注 後発品

注射薬
チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 コンベルビー注 後発品

注射薬
チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ビースリミン注 後発品

注射薬
高カロリー輸液用総合
ビタミン剤

１瓶 ダイメジン・マルチ注 後発品

注射薬
高カロリー輸液用総合
ビタミン剤

１瓶 ネオラミン・マルチＶ注射用 先発品

注射薬
高カロリー輸液用総合
ビタミン剤

２筒１キット ビタジェクト注キット 後発品

注射薬
Ｌ－アスパラギン酸カ
リウム

１７．１２％１０ｍＬ
１キット

アスパラギン酸カリウム注１０ｍ
Ｅｑキット「テルモ」

後発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１管 エレメンミック注 先発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１管 ミネラリン注 先発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１管 ボルビックス注 後発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１管 メドレニック注 後発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１筒 エレメンミック注キット 先発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１筒 ミネラリン注シリンジ 先発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１筒 メドレニック注シリンジ 後発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１筒 ミネリック－５注シリンジ 後発品

注射薬
塩化マンガン・硫酸亜
鉛水和物配合剤

２ｍＬ１筒 エレジェクト注シリンジ 後発品

注射薬 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１筒
ブドウ糖注５０％シリンジ「テル
モ」

後発品

注射薬 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 アミノレバン点滴静注 先発品

注射薬 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 後発品

注射薬 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 アミノレバン点滴静注 先発品

注射薬 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 後発品

注射薬 アミノ酸・糖・電解質 ５００ｍＬ１キット アミノフリード輸液 先発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード
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注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

５，０００低分子量ヘ
パリン単位１瓶

ミニヘパ透析用５００単位／ｍＬ
バイアル１０ｍＬ

後発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

５，０００低分子ヘパ
リン国際単位１瓶

ローヘパ透析用５００単位／ｍＬ
バイアル１０ｍＬ

先発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

２，０００低分子ヘパリ
ン国際単位２０ｍＬ１筒

ローヘパ透析用１００単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

先発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

３，０００低分子ヘパリ
ン国際単位２０ｍＬ１筒

ローヘパ透析用１５０単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

先発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

４，０００低分子ヘパリ
ン国際単位２０ｍＬ１筒

ローヘパ透析用２００単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

先発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

２，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用１００単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

後発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

３，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用１５０単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

後発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

４，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用２００単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

後発品

注射薬
フィルグラスチム（遺伝子組換え）
［フィルグラスチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇ
シリンジ「モチダ」

後発品

注射薬
フィルグラスチム（遺伝子組換え）
［フィルグラスチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ
１筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μ
ｇシリンジ「モチダ」

後発品

注射薬
フィルグラスチム（遺伝子組換え）
［フィルグラスチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇ
シリンジ「ＮＫ」

後発品

注射薬 人工透析液 １０１０ｍＬ１キット
ＨＦ－ソリタ血液ろ過用補充液・
ＢＷキット

先発品

注射薬 人工透析液 ２０２０ｍＬ１キット
ＨＦ－ソリタ血液ろ過用補充液・
ＢＷキット

先発品

注射薬 人工透析液 １０１０ｍＬ１キット
サブパック血液ろ過用補充液－Ｂ
ｉ

後発品

注射薬 人工透析液 ２０２０ｍＬ１キット 後発品

注射薬
グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１筒
ヒシファーゲンＣ静注２０ｍＬシ
リンジ

後発品

注射薬
グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

４０ｍＬ１筒
ヒシファーゲンＣ静注４０ｍＬシ
リンジ

後発品

注射薬 グルタチオン ２００ｍｇ１管
グルタチオン注射用２００ｍｇ
「タイヨー」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２５ｍ
ｇ「ＨＫ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２５ｍ
ｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２５ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２５ｍ
ｇ「トーワ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２５ｍ
ｇ「ヤクルト」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

２５ｍｇ１瓶 アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ 先発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００
ｍｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００
ｍｇ「トーワ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００
ｍｇ「ヤクルト」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００
ｍｇ「ＨＫ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００
ｍｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００
ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
アイソボリン点滴静注用１００ｍ
ｇ

先発品

注射薬
アデノシン三リン酸二
ナトリウム水和物

２０ｍｇ１管 アデシノンＰ注射液２０ｍｇ 後発品

注射薬
アデノシン三リン酸二
ナトリウム水和物

２０ｍｇ１管 ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 後発品

注射薬 エルカトニン
２０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルカトニン２０エルカトニン単
位１ｍＬ注射液

後発品

注射薬 エルカトニン
２０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルシトニン注２０Ｓ 先発品

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

１００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩１００ｍ
ｇ注射用

後発品

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

１００ｍｇ１瓶 レミナロン注射用１００ｍｇ 後発品

区分
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注射薬
ブドウ糖加乳酸リンゲ
ル

５００ｍＬ１袋 ソルラクトＤ輸液 後発品

注射薬
ブドウ糖加酢酸リンゲ
ル

５００ｍＬ１瓶 ソリューゲンＧ注 ★後発品

注射薬
ブドウ糖加酢酸リンゲ
ル

５００ｍＬ１瓶 ヴィーンＤ輸液 先発品

注射薬
ブドウ糖加酢酸リンゲ
ル

２００ｍＬ１瓶 ヴィーンＤ輸液 先発品

注射薬
デキストラン４０・乳
酸リンゲル

５００ｍＬ１袋 サヴィオゾール輸液 後発品

注射薬 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ソリューゲンＦ注 後発品

注射薬 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ヴィーンＦ輸液 先発品

注射薬 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルアセトＦ輸液 後発品

注射薬 酢酸リンゲル １Ｌ１袋 ソルアセトＦ輸液 後発品

注射薬 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 フィジオ３５輸液 先発品

注射薬 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 グルアセト３５注 後発品

注射薬
酢酸維持液（ブドウ糖
加）

５００ｍＬ１瓶 アセトキープ３Ｇ注 後発品

注射薬
酢酸維持液（ブドウ糖
加）

５００ｍＬ１瓶 ヴィーン３Ｇ輸液 先発品

注射薬
酢酸維持液（ブドウ糖
加）

５００ｍＬ１袋 アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 後発品

注射薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 チチナ静注１００ｍｇ 後発品

注射薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

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

後発品

注射薬 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 局 リカバリン注２５０ｍｇ 後発品

注射薬 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 リカバリン注１０００ｍｇ 後発品

注射薬 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１瓶
カプロシン皮下注２万単位／０．
８ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンカルシウム
５，０００単位０．２
ｍＬ１筒

ヘパリンカルシウム皮下注５千単位
／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
１００単位１０ｍＬ１
筒

ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍ
Ｌシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
１００単位１０ｍＬ１
筒

ペミロックヘパリンロック用１０
単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
１００単位１０ｍＬ１
筒

デリバデクスヘパリンロック用１
０単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１筒
ヘパリンＮａロック用１００単位／
ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
５，０００単位１０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位／
ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＰ」

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
１０，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ＮＰ」

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
４，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパフィルド透析用２００単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
５，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパフィルド透析用２５０単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
５，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ＡＴ」

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
５，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フソー」

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
５，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ニプロ」

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
７，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用３５０単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フソー」

後発品

注射薬
ダルテパリンナトリウ
ム

５，０００低分子ヘパ
リン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単
位／５ｍＬ「タイヨー」

後発品

注射薬
ダルテパリンナトリウ
ム

５，０００低分子ヘパ
リン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単
位／５ｍＬ「日医工」

後発品

注射薬
ダルテパリンナトリウ
ム

５，０００低分子ヘパ
リン国際単位１瓶

フラグミン静注５０００単位／５
ｍＬ

先発品

注射薬
ダルテパリンナトリウ
ム

５，０００低分子ヘパ
リン国際単位１瓶

ヘパクロン静注５０００単位／５
ｍＬ

後発品

注射薬
ダルテパリンナトリウ
ム

５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位２０ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注５０００単
位／２０ｍＬシリンジ「ニプロ」

後発品
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注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

５，０００低分子量ヘ
パリン単位１瓶

ミニヘパ透析用５００単位／ｍＬ
バイアル１０ｍＬ

後発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

５，０００低分子ヘパ
リン国際単位１瓶

ローヘパ透析用５００単位／ｍＬ
バイアル１０ｍＬ

先発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

２，０００低分子ヘパリ
ン国際単位２０ｍＬ１筒

ローヘパ透析用１００単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

先発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

３，０００低分子ヘパリ
ン国際単位２０ｍＬ１筒

ローヘパ透析用１５０単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

先発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

４，０００低分子ヘパリ
ン国際単位２０ｍＬ１筒

ローヘパ透析用２００単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

先発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

２，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用１００単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

後発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

３，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用１５０単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

後発品

注射薬
パルナパリンナトリウ
ム

４，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用２００単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

後発品

注射薬
フィルグラスチム（遺伝子組換え）
［フィルグラスチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇ
シリンジ「モチダ」

後発品

注射薬
フィルグラスチム（遺伝子組換え）
［フィルグラスチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ
１筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μ
ｇシリンジ「モチダ」

後発品

注射薬
フィルグラスチム（遺伝子組換え）
［フィルグラスチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇ
シリンジ「ＮＫ」

後発品

注射薬 人工透析液 １０１０ｍＬ１キット
ＨＦ－ソリタ血液ろ過用補充液・
ＢＷキット

先発品

注射薬 人工透析液 ２０２０ｍＬ１キット
ＨＦ－ソリタ血液ろ過用補充液・
ＢＷキット

先発品

注射薬 人工透析液 １０１０ｍＬ１キット
サブパック血液ろ過用補充液－Ｂ
ｉ

後発品

注射薬 人工透析液 ２０２０ｍＬ１キット 後発品

注射薬
グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１筒
ヒシファーゲンＣ静注２０ｍＬシ
リンジ

後発品

注射薬
グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

４０ｍＬ１筒
ヒシファーゲンＣ静注４０ｍＬシ
リンジ

後発品

注射薬 グルタチオン ２００ｍｇ１管
グルタチオン注射用２００ｍｇ
「タイヨー」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２５ｍ
ｇ「ＨＫ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２５ｍ
ｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２５ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２５ｍ
ｇ「トーワ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２５ｍ
ｇ「ヤクルト」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

２５ｍｇ１瓶 アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ 先発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００
ｍｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００
ｍｇ「トーワ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００
ｍｇ「ヤクルト」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００
ｍｇ「ＨＫ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００
ｍｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００
ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬
レボホリナートカルシ
ウム

１００ｍｇ１瓶
アイソボリン点滴静注用１００ｍ
ｇ

先発品

注射薬
アデノシン三リン酸二
ナトリウム水和物

２０ｍｇ１管 アデシノンＰ注射液２０ｍｇ 後発品

注射薬
アデノシン三リン酸二
ナトリウム水和物

２０ｍｇ１管 ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 後発品

注射薬 エルカトニン
２０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルカトニン２０エルカトニン単
位１ｍＬ注射液

後発品

注射薬 エルカトニン
２０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルシトニン注２０Ｓ 先発品

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

１００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩１００ｍ
ｇ注射用

後発品

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

１００ｍｇ１瓶 レミナロン注射用１００ｍｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬
ブドウ糖加乳酸リンゲ
ル

５００ｍＬ１袋 ソルラクトＤ輸液 後発品

注射薬
ブドウ糖加酢酸リンゲ
ル

５００ｍＬ１瓶 ソリューゲンＧ注 ★後発品

注射薬
ブドウ糖加酢酸リンゲ
ル

５００ｍＬ１瓶 ヴィーンＤ輸液 先発品

注射薬
ブドウ糖加酢酸リンゲ
ル

２００ｍＬ１瓶 ヴィーンＤ輸液 先発品

注射薬
デキストラン４０・乳
酸リンゲル

５００ｍＬ１袋 サヴィオゾール輸液 後発品

注射薬 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ソリューゲンＦ注 後発品

注射薬 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ヴィーンＦ輸液 先発品

注射薬 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルアセトＦ輸液 後発品

注射薬 酢酸リンゲル １Ｌ１袋 ソルアセトＦ輸液 後発品

注射薬 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 フィジオ３５輸液 先発品

注射薬 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 グルアセト３５注 後発品

注射薬
酢酸維持液（ブドウ糖
加）

５００ｍＬ１瓶 アセトキープ３Ｇ注 後発品

注射薬
酢酸維持液（ブドウ糖
加）

５００ｍＬ１瓶 ヴィーン３Ｇ輸液 先発品

注射薬
酢酸維持液（ブドウ糖
加）

５００ｍＬ１袋 アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 後発品

注射薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 チチナ静注１００ｍｇ 後発品

注射薬
カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム水和物

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

後発品

注射薬 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 局 リカバリン注２５０ｍｇ 後発品

注射薬 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 リカバリン注１０００ｍｇ 後発品

注射薬 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１瓶
カプロシン皮下注２万単位／０．
８ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンカルシウム
５，０００単位０．２
ｍＬ１筒

ヘパリンカルシウム皮下注５千単位
／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
１００単位１０ｍＬ１
筒

ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍ
Ｌシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
１００単位１０ｍＬ１
筒

ペミロックヘパリンロック用１０
単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
１００単位１０ｍＬ１
筒

デリバデクスヘパリンロック用１
０単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１筒
ヘパリンＮａロック用１００単位／
ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
５，０００単位１０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位／
ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＰ」

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
１０，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ＮＰ」

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
４，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパフィルド透析用２００単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
５，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパフィルド透析用２５０単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
５，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ＡＴ」

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
５，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フソー」

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
５，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ニプロ」

後発品

注射薬 ヘパリンナトリウム
７，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用３５０単位／
ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フソー」

後発品

注射薬
ダルテパリンナトリウ
ム

５，０００低分子ヘパ
リン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単
位／５ｍＬ「タイヨー」

後発品

注射薬
ダルテパリンナトリウ
ム

５，０００低分子ヘパ
リン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単
位／５ｍＬ「日医工」

後発品

注射薬
ダルテパリンナトリウ
ム

５，０００低分子ヘパ
リン国際単位１瓶

フラグミン静注５０００単位／５
ｍＬ

先発品

注射薬
ダルテパリンナトリウ
ム

５，０００低分子ヘパ
リン国際単位１瓶

ヘパクロン静注５０００単位／５
ｍＬ

後発品

注射薬
ダルテパリンナトリウ
ム

５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位２０ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注５０００単
位／２０ｍＬシリンジ「ニプロ」

後発品
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注射薬 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ５ｍＬ１管 キサンボンＳ注射液４０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ
「タカタ」

後発品

注射薬
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）
［エポエチンアルファ後続１］

７５０国際単位０．５
ｍＬ１筒

エポエチンアルファＢＳ注７５０
シリンジ「ＪＣＲ」

後発品

注射薬
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）
［エポエチンアルファ後続１］

１，５００国際単位１
ｍＬ１筒

エポエチンアルファＢＳ注１５０
０シリンジ「ＪＣＲ」

後発品

注射薬
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）
［エポエチンアルファ後続１］

３，０００国際単位２
ｍＬ１筒

エポエチンアルファＢＳ注３００
０シリンジ「ＪＣＲ」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ジェムザール注射用２００ｍｇ 先発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍ
ｇ「サンド」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍ
ｇ「タイホウ」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍ
ｇ「ヤクルト」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍ
ｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ジェムザール注射用１ｇ 先発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「サ
ンド」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「タ
イホウ」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤ
クルト」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「Ｎ
Ｋ」

後発品

注射薬 ドキソルビシン塩酸塩 ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ドキシル注２０ｍｇ 先発品

注射薬 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射液１０
ｍｇ「サンド」

後発品

注射薬 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射液５０
ｍｇ「サンド」

後発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶
ファルモルビシンＲＴＵ注射液１
０ｍｇ

先発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶
ファルモルビシンＲＴＵ注射液５
０ｍｇ

先発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ 先発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶
エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍ
ｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶
エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ファルモルビシン注射用５０ｍｇ 先発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶
エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍ
ｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶
エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ 先発品

注射薬 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ベプシド注１００ｍｇ 先発品

注射薬 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶
エトポシド点滴静注液１００ｍｇ
「サンド」

後発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 カンプト点滴静注４０ｍｇ 先発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４
０ｍｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４
０ｍｇ「タイホウ」

後発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 トポテシン点滴静注４０ｍｇ 先発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４
０ｍｇ「ホスピーラ」

後発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 カンプト点滴静注１００ｍｇ 先発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１
００ｍｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１
００ｍｇ「タイホウ」

後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

１００ｍｇ１瓶 注射用エフオーワイ１００ 先発品

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

１００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注射用１
００ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

５００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩５００ｍ
ｇ注射用

後発品

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

５００ｍｇ１瓶 注射用エフオーワイ５００ 先発品

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

５００ｍｇ１瓶 レミナロン注射用５００ｍｇ 後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩１０
ｍｇ注射用

後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１０ｍｇ１瓶
注射用ナファモスタット１０「Ｍ
ＥＥＫ」

後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１０ｍｇ１瓶 注射用ナファタット１０ 後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１０ｍｇ１瓶 注射用フサン１０ 先発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

５０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩５０
ｍｇ注射用

後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

５０ｍｇ１瓶 注射用フサン５０ 先発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

５０ｍｇ１瓶
注射用ナファモスタット５０「Ｍ
ＥＥＫ」

後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

５０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用５０ｍｇ 後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１００ｍｇ１瓶 注射用ナオタミン１００ 後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１００ｍｇ１瓶 注射用ブイペル１００ 後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１００ｍｇ１瓶 注射用ナファタット１００ 後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１００ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１００ｍｇ 後発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１管 アルツ関節注２５ｍｇ 先発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１筒 アルツディスポ関節注２５ｍｇ 先発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１筒
スベニールディスポ関節注２５ｍ
ｇ

先発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１筒 アダントディスポ関節注２５ｍｇ 後発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１筒
ヒカミロンディスポ関節注２５ｍ
ｇ

後発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１筒
ヒュースレン関節注ディスポ２５
ｍｇ

後発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１筒
ホスビロンディスポ関節注２５ｍ
ｇ

後発品

注射薬 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オサグレン点滴静注２０ｍｇ 後発品

注射薬 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用カタクロット２０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 キサンボン注射用２０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 注射用カタクロット４０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 キサンボン注射用４０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１筒
オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシ
リンジ「サワイ」

後発品

注射薬 オザグレルナトリウム
８０ｍｇ２００ｍＬ１
袋

オザペンバッグ注８０ｍｇ 後発品

注射薬 オザグレルナトリウム
８０ｍｇ２００ｍＬ１
袋

オザグレルＮａ注射液８０ｍｇ
バッグ「サワイ」

後発品

注射薬 オザグレルナトリウム
８０ｍｇ２００ｍＬ１
袋

オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ
バッグ「タカタ」

後発品

注射薬 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ
「タカタ」

後発品

注射薬 オザグレルナトリウム
２０ｍｇ２．５ｍＬ１
管

カタクロット注射液２０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム
２０ｍｇ２．５ｍＬ１
管

キサンボンＳ注射液２０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ５ｍＬ１管 カタクロット注射液４０ｍｇ 先発品
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注射薬 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ５ｍＬ１管 キサンボンＳ注射液４０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ
「タカタ」

後発品

注射薬
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）
［エポエチンアルファ後続１］

７５０国際単位０．５
ｍＬ１筒

エポエチンアルファＢＳ注７５０
シリンジ「ＪＣＲ」

後発品

注射薬
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）
［エポエチンアルファ後続１］

１，５００国際単位１
ｍＬ１筒

エポエチンアルファＢＳ注１５０
０シリンジ「ＪＣＲ」

後発品

注射薬
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）
［エポエチンアルファ後続１］

３，０００国際単位２
ｍＬ１筒

エポエチンアルファＢＳ注３００
０シリンジ「ＪＣＲ」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ジェムザール注射用２００ｍｇ 先発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍ
ｇ「サンド」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍ
ｇ「タイホウ」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍ
ｇ「ヤクルト」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍ
ｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ジェムザール注射用１ｇ 先発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「サ
ンド」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「タ
イホウ」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤ
クルト」

後発品

注射薬 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「Ｎ
Ｋ」

後発品

注射薬 ドキソルビシン塩酸塩 ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ドキシル注２０ｍｇ 先発品

注射薬 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射液１０
ｍｇ「サンド」

後発品

注射薬 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射液５０
ｍｇ「サンド」

後発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶
ファルモルビシンＲＴＵ注射液１
０ｍｇ

先発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶
ファルモルビシンＲＴＵ注射液５
０ｍｇ

先発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ 先発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶
エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍ
ｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶
エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ファルモルビシン注射用５０ｍｇ 先発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶
エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍ
ｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶
エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ 先発品

注射薬 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ベプシド注１００ｍｇ 先発品

注射薬 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶
エトポシド点滴静注液１００ｍｇ
「サンド」

後発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 カンプト点滴静注４０ｍｇ 先発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４
０ｍｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４
０ｍｇ「タイホウ」

後発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 トポテシン点滴静注４０ｍｇ 先発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４
０ｍｇ「ホスピーラ」

後発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 カンプト点滴静注１００ｍｇ 先発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１
００ｍｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１
００ｍｇ「タイホウ」

後発品

区分
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注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

１００ｍｇ１瓶 注射用エフオーワイ１００ 先発品

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

１００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注射用１
００ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

５００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩５００ｍ
ｇ注射用

後発品

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

５００ｍｇ１瓶 注射用エフオーワイ５００ 先発品

注射薬
ガベキサートメシル酸
塩

５００ｍｇ１瓶 レミナロン注射用５００ｍｇ 後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩１０
ｍｇ注射用

後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１０ｍｇ１瓶
注射用ナファモスタット１０「Ｍ
ＥＥＫ」

後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１０ｍｇ１瓶 注射用ナファタット１０ 後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１０ｍｇ１瓶 注射用フサン１０ 先発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

５０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩５０
ｍｇ注射用

後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

５０ｍｇ１瓶 注射用フサン５０ 先発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

５０ｍｇ１瓶
注射用ナファモスタット５０「Ｍ
ＥＥＫ」

後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

５０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用５０ｍｇ 後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１００ｍｇ１瓶 注射用ナオタミン１００ 後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１００ｍｇ１瓶 注射用ブイペル１００ 後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１００ｍｇ１瓶 注射用ナファタット１００ 後発品

注射薬
ナファモスタットメシ
ル酸塩

１００ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１００ｍｇ 後発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１管 アルツ関節注２５ｍｇ 先発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１筒 アルツディスポ関節注２５ｍｇ 先発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１筒
スベニールディスポ関節注２５ｍ
ｇ

先発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１筒 アダントディスポ関節注２５ｍｇ 後発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１筒
ヒカミロンディスポ関節注２５ｍ
ｇ

後発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１筒
ヒュースレン関節注ディスポ２５
ｍｇ

後発品

注射薬
ヒアルロン酸ナトリウ
ム

１％２．５ｍＬ１筒
ホスビロンディスポ関節注２５ｍ
ｇ

後発品

注射薬 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オサグレン点滴静注２０ｍｇ 後発品

注射薬 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用カタクロット２０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 キサンボン注射用２０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 注射用カタクロット４０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 キサンボン注射用４０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１筒
オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシ
リンジ「サワイ」

後発品

注射薬 オザグレルナトリウム
８０ｍｇ２００ｍＬ１
袋

オザペンバッグ注８０ｍｇ 後発品

注射薬 オザグレルナトリウム
８０ｍｇ２００ｍＬ１
袋

オザグレルＮａ注射液８０ｍｇ
バッグ「サワイ」

後発品

注射薬 オザグレルナトリウム
８０ｍｇ２００ｍＬ１
袋

オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ
バッグ「タカタ」

後発品

注射薬 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ
「タカタ」

後発品

注射薬 オザグレルナトリウム
２０ｍｇ２．５ｍＬ１
管

カタクロット注射液２０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム
２０ｍｇ２．５ｍＬ１
管

キサンボンＳ注射液２０ｍｇ 先発品

注射薬 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ５ｍＬ１管 カタクロット注射液４０ｍｇ 先発品
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注射薬 カルボプラチン
１５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン点滴静注液１５０
ｍｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬 カルボプラチン
１５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン注射液１５０ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬 カルボプラチン
４５０ｍｇ４５ｍＬ１
瓶

パラプラチン注射液４５０ｍｇ 先発品

注射薬 カルボプラチン
４５０ｍｇ４５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン点滴静注液４５０
ｍｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬 カルボプラチン
４５０ｍｇ４５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン注射液４５０ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬
テクネチウム大凝集人血清
アルブミン（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ ラングシンチＴｃ－９９ｍ注 後発品

注射薬
テクネチウム大凝集人血清
アルブミン（９９ｍＴｃ）

１回分 テクネＭＡＡキット 先発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

３００ｍｇ１管 局 ダラシンＳ注射液３００ｍｇ 先発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

３００ｍｇ１管 局 リンタシン注射液３００ｍｇ 後発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

３００ｍｇ１管 局
クリンダマイシンリン酸エステル
注射液３００ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

６００ｍｇ１管 局 クリダマシン注６００ｍｇ 後発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

６００ｍｇ１管 局 ダラシンＳ注射液６００ｍｇ 先発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

６００ｍｇ１管 局
クリンダマイシン注射液６００ｍ
ｇ「タイヨー」

後発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

６００ｍｇ１管 局
クリンダマイシンリン酸エステル
注射液６００ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局
点滴静注用バンコマイシン０．５
「ＭＥＥＫ」

後発品

注射薬 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用
０．５ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局
塩酸バンコマイシン点滴静注用
０．５ｇ「マイラン」

後発品

注射薬 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 ※
塩酸バンコマイシン点滴静注用
０．５ｇ（シオノギ）

先発品

注射薬 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用
０．５ｇ「日医工」

後発品

注射薬 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶 局
点滴静注用バンコマイシン１．０
「ＭＥＥＫ」

後発品

注射薬 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 局 ハベカシン注射液１００ｍｇ 先発品

注射薬 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 局
アルベカシン硫酸塩注射液１００
ｍｇ「ケミファ」

後発品

注射薬 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 注射用タゴシッド２００ｍｇ 先発品

注射薬 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００
ｍｇ「日医工」

後発品

注射薬 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００
ｍｇ「タイヨー」

後発品

注射薬 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００
ｍｇ「トーワ」

後発品

注射薬 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００
ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 アミカマイシン注射液１００ｍｇ 後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局
アミカシン硫酸塩注射液１００ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 ロミカシン注射液１００ｍｇ 後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局
アミカシン硫酸塩注射液１００ｍ
ｇ「日医工」

先発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注射液 後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 アミカマイシン注射液２００ｍｇ 後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局
アミカシン硫酸塩注射液２００ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局
アミカシン硫酸塩注射液２００ｍ
ｇ「日医工」

先発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 ペントシリン注射用１ｇ 先発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 タイペラシリン注射用１ｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 トポテシン点滴静注１００ｍｇ 先発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１
００ｍｇ「ホスピーラ」

後発品

注射薬 ドセタキセル水和物
２０ｍｇ０．５ｍＬ１
瓶（溶解液付）

タキソテール点滴静注用２０ｍｇ 先発品

注射薬 ドセタキセル水和物
８０ｍｇ２ｍＬ１瓶
（溶解液付）

タキソテール点滴静注用８０ｍｇ 先発品

注射薬 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ワンタキソテール点滴静注２０ｍ
ｇ／１ｍＬ

先発品

注射薬 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ワンタキソテール点滴静注８０ｍ
ｇ／４ｍＬ

先発品

注射薬 ドセタキセル ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ
／２ｍＬ「サンド」

後発品

注射薬 ドセタキセル ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ
／８ｍＬ「サンド」

後発品

注射薬 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 タキソール注射液３０ｍｇ 先発品

注射薬 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶
パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍ
Ｌ「ＮＫ」

後発品

注射薬 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶
パクリタキセル注射液３０ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７ｍ
Ｌ１瓶

タキソール注射液１００ｍｇ 先発品

注射薬 パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７ｍ
Ｌ１瓶

パクリタキセル注１００ｍｇ／１
６．７ｍＬ「ＮＫ」

後発品

注射薬 パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７ｍ
Ｌ１瓶

パクリタキセル注射液１００ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 ビノレルビン酒石酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ナベルビン注１０ 先発品

注射薬 ビノレルビン酒石酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液１０ｍｇ 後発品

注射薬 ビノレルビン酒石酸塩 ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ナベルビン注４０ 先発品

注射薬 ビノレルビン酒石酸塩 ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液４０ｍｇ 後発品

注射薬 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶
シスプラチン注１０ｍｇ「日医
工」

後発品

注射薬 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 ブリプラチン注１０ｍｇ 先発品

注射薬 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ 先発品

注射薬 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶
シスプラチン点滴静注１０ｍｇ
「マルコ」

後発品

注射薬 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶
シスプラチン注２５ｍｇ「日医
工」

後発品

注射薬 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ブリプラチン注２５ｍｇ 先発品

注射薬 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ランダ注２５ｍｇ／５０ｍＬ 先発品

注射薬 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶
シスプラチン点滴静注２５ｍｇ
「マルコ」

後発品

注射薬 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

プラトシン注５０ 後発品

注射薬 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

シスプラチン注５０ｍｇ「日医
工」

後発品

注射薬 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

ブリプラチン注５０ｍｇ 先発品

注射薬 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ 先発品

注射薬 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

シスプラチン点滴静注５０ｍｇ
「マルコ」

後発品

注射薬 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
カルボプラチン点滴静注液５０ｍ
ｇ「サンド」

後発品

注射薬 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パラプラチン注射液５０ｍｇ 先発品

注射薬 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
カルボプラチン点滴静注液５０ｍ
ｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
カルボプラチン注射液５０ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬 カルボプラチン
１５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン点滴静注液１５０
ｍｇ「サンド」

後発品

注射薬 カルボプラチン
１５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

パラプラチン注射液１５０ｍｇ 先発品

－ 50 －



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 カルボプラチン
１５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン点滴静注液１５０
ｍｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬 カルボプラチン
１５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン注射液１５０ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬 カルボプラチン
４５０ｍｇ４５ｍＬ１
瓶

パラプラチン注射液４５０ｍｇ 先発品

注射薬 カルボプラチン
４５０ｍｇ４５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン点滴静注液４５０
ｍｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬 カルボプラチン
４５０ｍｇ４５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン注射液４５０ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬
テクネチウム大凝集人血清
アルブミン（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ ラングシンチＴｃ－９９ｍ注 後発品

注射薬
テクネチウム大凝集人血清
アルブミン（９９ｍＴｃ）

１回分 テクネＭＡＡキット 先発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

３００ｍｇ１管 局 ダラシンＳ注射液３００ｍｇ 先発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

３００ｍｇ１管 局 リンタシン注射液３００ｍｇ 後発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

３００ｍｇ１管 局
クリンダマイシンリン酸エステル
注射液３００ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

６００ｍｇ１管 局 クリダマシン注６００ｍｇ 後発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

６００ｍｇ１管 局 ダラシンＳ注射液６００ｍｇ 先発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

６００ｍｇ１管 局
クリンダマイシン注射液６００ｍ
ｇ「タイヨー」

後発品

注射薬
クリンダマイシンリン
酸エステル

６００ｍｇ１管 局
クリンダマイシンリン酸エステル
注射液６００ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局
点滴静注用バンコマイシン０．５
「ＭＥＥＫ」

後発品

注射薬 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用
０．５ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局
塩酸バンコマイシン点滴静注用
０．５ｇ「マイラン」

後発品

注射薬 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 ※
塩酸バンコマイシン点滴静注用
０．５ｇ（シオノギ）

先発品

注射薬 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用
０．５ｇ「日医工」

後発品

注射薬 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶 局
点滴静注用バンコマイシン１．０
「ＭＥＥＫ」

後発品

注射薬 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 局 ハベカシン注射液１００ｍｇ 先発品

注射薬 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 局
アルベカシン硫酸塩注射液１００
ｍｇ「ケミファ」

後発品

注射薬 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 注射用タゴシッド２００ｍｇ 先発品

注射薬 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００
ｍｇ「日医工」

後発品

注射薬 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００
ｍｇ「タイヨー」

後発品

注射薬 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００
ｍｇ「トーワ」

後発品

注射薬 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００
ｍｇ「サワイ」

後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 アミカマイシン注射液１００ｍｇ 後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局
アミカシン硫酸塩注射液１００ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 ロミカシン注射液１００ｍｇ 後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局
アミカシン硫酸塩注射液１００ｍ
ｇ「日医工」

先発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注射液 後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 アミカマイシン注射液２００ｍｇ 後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局
アミカシン硫酸塩注射液２００ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局
アミカシン硫酸塩注射液２００ｍ
ｇ「日医工」

先発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 ペントシリン注射用１ｇ 先発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 タイペラシリン注射用１ｇ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 トポテシン点滴静注１００ｍｇ 先発品

注射薬
イリノテカン塩酸塩水
和物

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１
００ｍｇ「ホスピーラ」

後発品

注射薬 ドセタキセル水和物
２０ｍｇ０．５ｍＬ１
瓶（溶解液付）

タキソテール点滴静注用２０ｍｇ 先発品

注射薬 ドセタキセル水和物
８０ｍｇ２ｍＬ１瓶
（溶解液付）

タキソテール点滴静注用８０ｍｇ 先発品

注射薬 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ワンタキソテール点滴静注２０ｍ
ｇ／１ｍＬ

先発品

注射薬 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ワンタキソテール点滴静注８０ｍ
ｇ／４ｍＬ

先発品

注射薬 ドセタキセル ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ
／２ｍＬ「サンド」

後発品

注射薬 ドセタキセル ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ
／８ｍＬ「サンド」

後発品

注射薬 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 タキソール注射液３０ｍｇ 先発品

注射薬 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶
パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍ
Ｌ「ＮＫ」

後発品

注射薬 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶
パクリタキセル注射液３０ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７ｍ
Ｌ１瓶

タキソール注射液１００ｍｇ 先発品

注射薬 パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７ｍ
Ｌ１瓶

パクリタキセル注１００ｍｇ／１
６．７ｍＬ「ＮＫ」

後発品

注射薬 パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７ｍ
Ｌ１瓶

パクリタキセル注射液１００ｍｇ
「サワイ」

後発品

注射薬 ビノレルビン酒石酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ナベルビン注１０ 先発品

注射薬 ビノレルビン酒石酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液１０ｍｇ 後発品

注射薬 ビノレルビン酒石酸塩 ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ナベルビン注４０ 先発品

注射薬 ビノレルビン酒石酸塩 ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液４０ｍｇ 後発品

注射薬 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶
シスプラチン注１０ｍｇ「日医
工」

後発品

注射薬 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 ブリプラチン注１０ｍｇ 先発品

注射薬 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ 先発品

注射薬 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶
シスプラチン点滴静注１０ｍｇ
「マルコ」

後発品

注射薬 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶
シスプラチン注２５ｍｇ「日医
工」

後発品

注射薬 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ブリプラチン注２５ｍｇ 先発品

注射薬 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ランダ注２５ｍｇ／５０ｍＬ 先発品

注射薬 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶
シスプラチン点滴静注２５ｍｇ
「マルコ」

後発品

注射薬 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

プラトシン注５０ 後発品

注射薬 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

シスプラチン注５０ｍｇ「日医
工」

後発品

注射薬 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

ブリプラチン注５０ｍｇ 先発品

注射薬 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ 先発品

注射薬 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

シスプラチン点滴静注５０ｍｇ
「マルコ」

後発品

注射薬 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
カルボプラチン点滴静注液５０ｍ
ｇ「サンド」

後発品

注射薬 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パラプラチン注射液５０ｍｇ 先発品

注射薬 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
カルボプラチン点滴静注液５０ｍ
ｇ「ＮＫ」

後発品

注射薬 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
カルボプラチン注射液５０ｍｇ
「日医工」

後発品

注射薬 カルボプラチン
１５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン点滴静注液１５０
ｍｇ「サンド」

後発品

注射薬 カルボプラチン
１５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

パラプラチン注射液１５０ｍｇ 先発品
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注射薬 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 モダシン静注用１ｇ 先発品

注射薬 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局
セフタジジム静注用１ｇ「マイラ
ン」

後発品

注射薬 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局
セフタジジム静注用１ｇ「サン
ド」

後発品

注射薬 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局
セフタジジム静注用１ｇ「サワ
イ」

後発品

注射薬 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局
セフタジジム静注用１ｇ「日医
工」

後発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

５００ｍｇ１瓶 ロセフィン静注用０．５ｇ 先発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

５００ｍｇ１瓶
セフトリアキソンナトリウム静注
用０．５ｇ「日医工」

後発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

５００ｍｇ１瓶
セフトリアキソンＮａ静注用０．
５ｇ「ファイザー」

後発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

１ｇ１瓶 ロセフィン静注用１ｇ 先発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

１ｇ１瓶
セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ
「サンド」

後発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

１ｇ１瓶
セフトリアキソンナトリウム静注
用１ｇ「日医工」

後発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ 先発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフトリアキソンナトリウム点滴
用１ｇバッグ「ＮＰ」

後発品

注射薬 セフピロム硫酸塩 １ｇ１瓶 ケイテン静注用１ｇ 先発品

注射薬 セフピロム硫酸塩 １ｇ１瓶
硫酸セフピロム静注用１ｇ「マイ
ラン」

後発品

注射薬 セフピロム硫酸塩 １ｇ１瓶 ブロアクト静注用１ｇ 先発品

注射薬
セフェピム塩酸塩水和
物

１ｇ１瓶 局 注射用マキシピーム１ｇ 先発品

注射薬
セフェピム塩酸塩水和
物

１ｇ１瓶 局
セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サ
ンド」

後発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 局 ホスミシンＳ静注用０．５ｇ 先発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 局
ホスホマイシンＮａ静注用０．５
ｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 局 ホスミシンＳ静注用１ｇ 先発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 局
ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ
「ＮＰ」

後発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

２ｇ１瓶 局 ホスミシンＳ静注用２ｇ 先発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

２ｇ１瓶 局
ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ
「ＮＰ」

後発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

２ｇ１瓶 局
ホスホマイシンナトリウム静注用
２ｇ「日医工」

後発品

注射薬 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペン点滴用バイアル０．５ｇ 先発品

注射薬 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局
メロペネム点滴静注用０．５ｇ
「ケミファ」

後発品

注射薬 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局
メロペネム点滴静注用０．５ｇ
「明治」

後発品

注射薬 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局
メロペネム点滴静注用０．５ｇ
「ファイザー」

後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 スルペラゾン静注用０．５ｇ 先発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 セフロニック静注用０．５ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 スルペラゾン静注用１ｇ 先発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフォン静注用１ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 スルタムジン静注用１ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフロニック静注用１ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ワイスタール静注用１ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

注用ワイスタール１ｇバッグＳ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局
ピペラシリンナトリウム注射用１
ｇ「日医工」

後発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局
ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サ
ワイ」

後発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 ペントシリン注射用２ｇ 先発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局
ピペラシリンナトリウム注射用２
ｇ「日医工」

後発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局
ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サ
ワイ」

後発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

２ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局 ペントシリン静注用２ｇバッグ 先発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

２ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

ピペラシリンナトリウム点滴静注
用バッグ２ｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 ハロスポア静注用１ｇ 先発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 パンスポリン静注用１ｇ 先発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 パセトクール静注用１ｇ 後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局
セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ
「日医工」

後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局
セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ
「ＮＰ」

後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局 パンスポリン静注用１ｇバッグＳ 先発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

パセトクール静注用１ｇバッグＳ 後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局
セフォチアム静注用１ｇバッグ
「日医工」

後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１
ｇバッグ「ＮＰ」

後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（５％ブドウ糖
注射液１００ｍＬ付） 局 パンスポリン静注用１ｇバッグＧ 先発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム水和物

２５０ｍｇ１瓶 セファメジンα注射用０．２５ｇ 先発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム

２５０ｍｇ１瓶 局
セファゾリンナトリウム注射用
０．２５ｇ「日医工」

後発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 ラセナゾリン注射用１ｇ 後発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム水和物

１ｇ１瓶 セファメジンα注射用１ｇ 先発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 セフマゾン注射用１ｇ 後発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局
セファゾリンナトリウム注射用１
ｇ「日医工」

後発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム水和物

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セファメジンα点滴用キット１ｇ 先発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフマゾン点滴静注用バッグ１ｇ 後発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局
セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇ
バッグ「オーツカ」

後発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

２５０ｍｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用０．２５ｇ 先発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

２５０ｍｇ１瓶 局
セフメタゾールＮａ静注用０．２
５ｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用０．５ｇ 先発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 局
セフメタゾールＮａ静注用０．５
ｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

１ｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用１ｇ 先発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

１ｇ１瓶 局
セフメタゾールＮａ静注用１ｇ
「ＮＰ」

後発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

１ｇ１瓶 局
セフメタゾールナトリウム静注用
１ｇ「日医工」

後発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局
セフメタゾンキット点滴静注用１
ｇ

先発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフメタゾールナトリウム点滴静
注用バッグ１ｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 モダシン静注用０．５ｇ 先発品

注射薬 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局
セフタジジム静注用０．５ｇ「マ
イラン」

後発品
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注射薬 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 モダシン静注用１ｇ 先発品

注射薬 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局
セフタジジム静注用１ｇ「マイラ
ン」

後発品

注射薬 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局
セフタジジム静注用１ｇ「サン
ド」

後発品

注射薬 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局
セフタジジム静注用１ｇ「サワ
イ」

後発品

注射薬 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局
セフタジジム静注用１ｇ「日医
工」

後発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

５００ｍｇ１瓶 ロセフィン静注用０．５ｇ 先発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

５００ｍｇ１瓶
セフトリアキソンナトリウム静注
用０．５ｇ「日医工」

後発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

５００ｍｇ１瓶
セフトリアキソンＮａ静注用０．
５ｇ「ファイザー」

後発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

１ｇ１瓶 ロセフィン静注用１ｇ 先発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

１ｇ１瓶
セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ
「サンド」

後発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

１ｇ１瓶
セフトリアキソンナトリウム静注
用１ｇ「日医工」

後発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ 先発品

注射薬
セフトリアキソンナト
リウム水和物

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフトリアキソンナトリウム点滴
用１ｇバッグ「ＮＰ」

後発品

注射薬 セフピロム硫酸塩 １ｇ１瓶 ケイテン静注用１ｇ 先発品

注射薬 セフピロム硫酸塩 １ｇ１瓶
硫酸セフピロム静注用１ｇ「マイ
ラン」

後発品

注射薬 セフピロム硫酸塩 １ｇ１瓶 ブロアクト静注用１ｇ 先発品

注射薬
セフェピム塩酸塩水和
物

１ｇ１瓶 局 注射用マキシピーム１ｇ 先発品

注射薬
セフェピム塩酸塩水和
物

１ｇ１瓶 局
セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サ
ンド」

後発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 局 ホスミシンＳ静注用０．５ｇ 先発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 局
ホスホマイシンＮａ静注用０．５
ｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 局 ホスミシンＳ静注用１ｇ 先発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 局
ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ
「ＮＰ」

後発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

２ｇ１瓶 局 ホスミシンＳ静注用２ｇ 先発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

２ｇ１瓶 局
ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ
「ＮＰ」

後発品

注射薬
ホスホマイシンナトリ
ウム

２ｇ１瓶 局
ホスホマイシンナトリウム静注用
２ｇ「日医工」

後発品

注射薬 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペン点滴用バイアル０．５ｇ 先発品

注射薬 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局
メロペネム点滴静注用０．５ｇ
「ケミファ」

後発品

注射薬 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局
メロペネム点滴静注用０．５ｇ
「明治」

後発品

注射薬 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局
メロペネム点滴静注用０．５ｇ
「ファイザー」

後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 スルペラゾン静注用０．５ｇ 先発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 セフロニック静注用０．５ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 スルペラゾン静注用１ｇ 先発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフォン静注用１ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 スルタムジン静注用１ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフロニック静注用１ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ワイスタール静注用１ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

注用ワイスタール１ｇバッグＳ 後発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局
ピペラシリンナトリウム注射用１
ｇ「日医工」

後発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局
ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サ
ワイ」

後発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 ペントシリン注射用２ｇ 先発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局
ピペラシリンナトリウム注射用２
ｇ「日医工」

後発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局
ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サ
ワイ」

後発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

２ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局 ペントシリン静注用２ｇバッグ 先発品

注射薬
ピペラシリンナトリウ
ム

２ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

ピペラシリンナトリウム点滴静注
用バッグ２ｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 ハロスポア静注用１ｇ 先発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 パンスポリン静注用１ｇ 先発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 パセトクール静注用１ｇ 後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局
セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ
「日医工」

後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局
セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ
「ＮＰ」

後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局 パンスポリン静注用１ｇバッグＳ 先発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

パセトクール静注用１ｇバッグＳ 後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局
セフォチアム静注用１ｇバッグ
「日医工」

後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１
ｇバッグ「ＮＰ」

後発品

注射薬 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（５％ブドウ糖
注射液１００ｍＬ付） 局 パンスポリン静注用１ｇバッグＧ 先発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム水和物

２５０ｍｇ１瓶 セファメジンα注射用０．２５ｇ 先発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム

２５０ｍｇ１瓶 局
セファゾリンナトリウム注射用
０．２５ｇ「日医工」

後発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 ラセナゾリン注射用１ｇ 後発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム水和物

１ｇ１瓶 セファメジンα注射用１ｇ 先発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 セフマゾン注射用１ｇ 後発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局
セファゾリンナトリウム注射用１
ｇ「日医工」

後発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム水和物

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セファメジンα点滴用キット１ｇ 先発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフマゾン点滴静注用バッグ１ｇ 後発品

注射薬
セファゾリンナトリウ
ム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局
セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇ
バッグ「オーツカ」

後発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

２５０ｍｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用０．２５ｇ 先発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

２５０ｍｇ１瓶 局
セフメタゾールＮａ静注用０．２
５ｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用０．５ｇ 先発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 局
セフメタゾールＮａ静注用０．５
ｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

１ｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用１ｇ 先発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

１ｇ１瓶 局
セフメタゾールＮａ静注用１ｇ
「ＮＰ」

後発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

１ｇ１瓶 局
セフメタゾールナトリウム静注用
１ｇ「日医工」

後発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局
セフメタゾンキット点滴静注用１
ｇ

先発品

注射薬
セフメタゾールナトリ
ウム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフメタゾールナトリウム点滴静
注用バッグ１ｇ「ＮＰ」

後発品

注射薬 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 モダシン静注用０．５ｇ 先発品

注射薬 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局
セフタジジム静注用０．５ｇ「マ
イラン」

後発品

－ 53 －



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 イオパミドール
３０．６２％２００ｍ
Ｌ１瓶

イオパミロン注１５０ 先発品

注射薬 イオパミドール
３０．６２％２００ｍ
Ｌ１瓶

バイステージ注１５０ 後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％２０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３００ 先発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％２０ｍＬ
１瓶

バイステージ注３００ 後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％２０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３００注２０ｍＬ 後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパミロン注３００シリンジ 先発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％１００ｍ
Ｌ１筒

オイパロミン３００注シリンジ１
００ｍＬ

後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％５０ｍＬ
１筒

イオパミロン注３００シリンジ 先発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％５０ｍＬ
１筒

オイパロミン３００注シリンジ５
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％１００ｍ
Ｌ１筒

バイステージ注３００ 後発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％１００ｍ
Ｌ１筒

バイステージ注３７０シリンジ１
００ｍＬ

後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％８０ｍＬ
１筒

イオパミロン注３００シリンジ 先発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％８０ｍＬ
１筒

オイパロミン３００注シリンジ８
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパミロン注３７０シリンジ 先発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％１００ｍ
Ｌ１筒

オイパロミン３７０注シリンジ１
００ｍＬ

後発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％８０ｍＬ
１筒

イオパミロン注３７０シリンジ 先発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％８０ｍＬ
１筒

オイパロミン３７０注シリンジ８
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％２０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３７０ 先発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％２０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３７０注２０ｍＬ 後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％２０ｍＬ
１瓶

イオパーク３００注２０ｍＬ 後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％２０ｍＬ
１瓶

オムニパーク３００注２０ｍＬ 先発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパーク３００注シリンジ１０
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍ
Ｌ１筒

オムニパーク３００注シリンジ１
００ｍＬ

先発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％８０ｍＬ
１筒

イオパーク３００注シリンジ８０
ｍＬ

後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％８０ｍＬ
１筒

オムニパーク３００注シリンジ８
０ｍＬ

先発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパーク３５０注シリンジ１０
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍ
Ｌ１筒

オムニパーク３５０注シリンジ１
００ｍＬ

先発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１５０ｍ
Ｌ１筒

オムニパーク３００注シリンジ１
５０ｍＬ

先発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１５０ｍ
Ｌ１筒

イオパーク３００注シリンジ１５
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１５０ｍ
Ｌ１筒

イオベリン３００注シリンジ１５
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパーク３００注１００ｍＬ 後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク３００注１００ｍＬ 先発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％２０ｍＬ
１瓶

イオパーク３５０注２０ｍＬ 後発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％２０ｍＬ
１瓶

オムニパーク３５０注２０ｍＬ 先発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％５０ｍＬ
１瓶

イオベリン注３５０ 後発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％５０ｍＬ
１瓶

イオパーク３５０注５０ｍＬ 後発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％５０ｍＬ
１瓶

オムニパーク３５０注５０ｍＬ 先発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

スルペラゾンキット静注用１ｇ 先発品

注射薬
イミペネム水和物・シ
ラスタチンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 チエナム点滴静注用０．２５ｇ 先発品

注射薬
イミペネム水和物・シ
ラスタチンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局
イミペネム・シラスタチン点滴用
０．２５ｇ「サンド」

後発品

注射薬
イミペネム水和物・シ
ラスタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエクール点滴用０．５ｇ 後発品

注射薬
イミペネム水和物・シ
ラスタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局
イミペネム・シラスタチン点滴用
０．５ｇ「サンド」

後発品

注射薬
イミペネム水和物・シ
ラスタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエナム点滴静注用０．５ｇ 先発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
アンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ 先発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
アンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用０．７５ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
アンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ 先発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
アンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用１．５ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
アンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用１．５ｇ 後発品

注射薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ミノペン点滴静注用１００ｍｇ 後発品

注射薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用
１００ｍｇ「日医工」

後発品

注射薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用
１００ｍｇ「タイヨー」

後発品

注射薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局
ミノマイシン点滴静注用１００ｍ
ｇ

先発品

注射薬
アンピシリンナトリウム・クロ
キサシリンナトリウム水和物 （１００ｍｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ１００ 後発品

注射薬
アンピシリンナトリウム・クロ
キサシリンナトリウム水和物 （５００ｍｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ５００ 後発品

注射薬
アンピシリンナトリウム・クロ
キサシリンナトリウム水和物 （１ｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ１０００ 後発品

注射薬 シプロフロキサシン
３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロキサン注３００ｍｇ 先発品

注射薬 シプロフロキサシン
３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液３
００ｍｇ「ケミファ」

後発品

注射薬 シプロフロキサシン
３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注３０
０ｍｇ／１５０ｍＬ「明治」

後発品

注射薬 シプロフロキサシン
３００ｍｇ２５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液
３００ｍｇ／２５０ｍＬ「ＮＰ」

後発品

注射薬 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 局 アシクロビン点滴静注２５０ｍｇ 後発品

注射薬 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 局 ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ 後発品

注射薬 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル２５０ｍｇ注射用 後発品

注射薬 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 ゾビラックス点滴静注用２５０ 先発品

注射薬 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アクチダス点滴静注用２５０ｍｇ 後発品

注射薬 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ジフルカン静注液１００ｍｇ 先発品

注射薬 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋
フルコナゾール静注液０．２％
「Ｆ」

後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％５０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３００ 先発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％５０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３００注５０ｍＬ 後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパミロン注３００ 先発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン３００注１００ｍＬ 後発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％５０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３７０ 先発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％５０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３７０注５０ｍＬ 後発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパミロン注３７０ 先発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％１００ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン３７０注１００ｍＬ 後発品
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 イオパミドール
３０．６２％２００ｍ
Ｌ１瓶

イオパミロン注１５０ 先発品

注射薬 イオパミドール
３０．６２％２００ｍ
Ｌ１瓶

バイステージ注１５０ 後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％２０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３００ 先発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％２０ｍＬ
１瓶

バイステージ注３００ 後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％２０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３００注２０ｍＬ 後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパミロン注３００シリンジ 先発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％１００ｍ
Ｌ１筒

オイパロミン３００注シリンジ１
００ｍＬ

後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％５０ｍＬ
１筒

イオパミロン注３００シリンジ 先発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％５０ｍＬ
１筒

オイパロミン３００注シリンジ５
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％１００ｍ
Ｌ１筒

バイステージ注３００ 後発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％１００ｍ
Ｌ１筒

バイステージ注３７０シリンジ１
００ｍＬ

後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％８０ｍＬ
１筒

イオパミロン注３００シリンジ 先発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％８０ｍＬ
１筒

オイパロミン３００注シリンジ８
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパミロン注３７０シリンジ 先発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％１００ｍ
Ｌ１筒

オイパロミン３７０注シリンジ１
００ｍＬ

後発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％８０ｍＬ
１筒

イオパミロン注３７０シリンジ 先発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％８０ｍＬ
１筒

オイパロミン３７０注シリンジ８
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％２０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３７０ 先発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％２０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３７０注２０ｍＬ 後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％２０ｍＬ
１瓶

イオパーク３００注２０ｍＬ 後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％２０ｍＬ
１瓶

オムニパーク３００注２０ｍＬ 先発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパーク３００注シリンジ１０
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍ
Ｌ１筒

オムニパーク３００注シリンジ１
００ｍＬ

先発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％８０ｍＬ
１筒

イオパーク３００注シリンジ８０
ｍＬ

後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％８０ｍＬ
１筒

オムニパーク３００注シリンジ８
０ｍＬ

先発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパーク３５０注シリンジ１０
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍ
Ｌ１筒

オムニパーク３５０注シリンジ１
００ｍＬ

先発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１５０ｍ
Ｌ１筒

オムニパーク３００注シリンジ１
５０ｍＬ

先発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１５０ｍ
Ｌ１筒

イオパーク３００注シリンジ１５
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１５０ｍ
Ｌ１筒

イオベリン３００注シリンジ１５
０ｍＬ

後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパーク３００注１００ｍＬ 後発品

注射薬 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク３００注１００ｍＬ 先発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％２０ｍＬ
１瓶

イオパーク３５０注２０ｍＬ 後発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％２０ｍＬ
１瓶

オムニパーク３５０注２０ｍＬ 先発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％５０ｍＬ
１瓶

イオベリン注３５０ 後発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％５０ｍＬ
１瓶

イオパーク３５０注５０ｍＬ 後発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％５０ｍＬ
１瓶

オムニパーク３５０注５０ｍＬ 先発品

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

スルペラゾンキット静注用１ｇ 先発品

注射薬
イミペネム水和物・シ
ラスタチンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 チエナム点滴静注用０．２５ｇ 先発品

注射薬
イミペネム水和物・シ
ラスタチンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局
イミペネム・シラスタチン点滴用
０．２５ｇ「サンド」

後発品

注射薬
イミペネム水和物・シ
ラスタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエクール点滴用０．５ｇ 後発品

注射薬
イミペネム水和物・シ
ラスタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局
イミペネム・シラスタチン点滴用
０．５ｇ「サンド」

後発品

注射薬
イミペネム水和物・シ
ラスタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエナム点滴静注用０．５ｇ 先発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
アンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ 先発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
アンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用０．７５ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
アンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ 先発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
アンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用１．５ｇ 後発品

注射薬
スルバクタムナトリウム・
アンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用１．５ｇ 後発品

注射薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ミノペン点滴静注用１００ｍｇ 後発品

注射薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用
１００ｍｇ「日医工」

後発品

注射薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用
１００ｍｇ「タイヨー」

後発品

注射薬 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局
ミノマイシン点滴静注用１００ｍ
ｇ

先発品

注射薬
アンピシリンナトリウム・クロ
キサシリンナトリウム水和物 （１００ｍｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ１００ 後発品

注射薬
アンピシリンナトリウム・クロ
キサシリンナトリウム水和物 （５００ｍｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ５００ 後発品

注射薬
アンピシリンナトリウム・クロ
キサシリンナトリウム水和物 （１ｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ１０００ 後発品

注射薬 シプロフロキサシン
３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロキサン注３００ｍｇ 先発品

注射薬 シプロフロキサシン
３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液３
００ｍｇ「ケミファ」

後発品

注射薬 シプロフロキサシン
３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注３０
０ｍｇ／１５０ｍＬ「明治」

後発品

注射薬 シプロフロキサシン
３００ｍｇ２５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液
３００ｍｇ／２５０ｍＬ「ＮＰ」

後発品

注射薬 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 局 アシクロビン点滴静注２５０ｍｇ 後発品

注射薬 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 局 ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ 後発品

注射薬 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル２５０ｍｇ注射用 後発品

注射薬 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 ゾビラックス点滴静注用２５０ 先発品

注射薬 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アクチダス点滴静注用２５０ｍｇ 後発品

注射薬 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ジフルカン静注液１００ｍｇ 先発品

注射薬 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋
フルコナゾール静注液０．２％
「Ｆ」

後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％５０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３００ 先発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％５０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３００注５０ｍＬ 後発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパミロン注３００ 先発品

注射薬 イオパミドール
６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン３００注１００ｍＬ 後発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％５０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３７０ 先発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％５０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３７０注５０ｍＬ 後発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパミロン注３７０ 先発品

注射薬 イオパミドール
７５．５２％１００ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン３７０注１００ｍＬ 後発品
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区分
薬価基準収載医
薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品

歯科用
塩酸リドカイン・酒石
酸水素エピネフリン

１．８ｍＬ１管
オーラ注歯科用カートリッジ１．
８ｍＬ

後発品

歯科用 ミノサイクリン塩酸塩
１０ｍｇ０．５ｇ１シ
リンジ

ペリオクリン歯科用軟膏 先発品

歯科用 ミノサイクリン塩酸塩
１０ｍｇ０．５ｇ１シ
リンジ

ペリオフィール歯科用軟膏２％ 後発品

歯科用 酸化亜鉛・チョウジ油
散剤（液剤を含む）１
ｇ

サージカルパック口腔用 後発品

品　　　名区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオベリン注３５０ 後発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパーク３５０注１００ｍＬ 後発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク３５０注１００ｍＬ 先発品

注射薬 イオプロミド
６２．３４％１００ｍ
Ｌ１筒

プロスコープ３００注シリンジ１
００ｍＬ

先発品

注射薬 イオプロミド
６２．３４％１００ｍ
Ｌ１筒

イオプロミド３００注シリンジ１
００ｍＬ「ＦＲＩ」

後発品

注射薬
プロチレリン酒石酸塩
水和物

０．５ｍｇ１管 ヒシダリン注０．５ｍｇ 後発品

注射薬
プロチレリン酒石酸塩
水和物

０．５ｍｇ１管 ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 先発品

注射薬
プロチレリン酒石酸塩
水和物

２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルトニン２ｍｇ注射液 先発品

注射薬
プロチレリン酒石酸塩
水和物

２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒシダリン注２ｍｇ 後発品

注射薬
プロチレリン酒石酸塩
水和物

２ｍｇ１ｍＬ１管
プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 フルオレセイン １０％５ｍＬ１瓶 フルオレサイト静注５００ｍｇ 後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１０ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．
１４％シリンジ１０ｍＬ「ＳＮ」 後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１０ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．
１４％シリンジ１０ｍＬ「タイヨー」 後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１０ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１０ｍＬ「Ｆ」

後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１０ｍＬ
１筒

マグネビスト静注シリンジ 先発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１５ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．
１４％シリンジ１５ｍＬ「ＳＮ」 後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１５ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．
１４％シリンジ１５ｍＬ「タイヨー」 後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１５ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１５ｍＬ「Ｆ」

後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１５ｍＬ
１筒

マグネビスト静注シリンジ 先発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％２０ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．
１４％シリンジ２０ｍＬ「ＳＮ」 後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％２０ｍＬ
１筒

マグネビスト静注シリンジ 先発品

注射薬 ガドジアミド水和物
３２．３％１０ｍＬ１
筒

オムニスキャン静注３２％シリン
ジ１０ｍＬ

先発品

注射薬 ガドジアミド水和物
３２．３％１０ｍＬ１
筒

ガドジアミド静注３２％シリンジ
１０ｍＬ「ＨＫ」

後発品

注射薬 ガドジアミド水和物
３２．３％１５ｍＬ１
筒

オムニスキャン静注３２％シリン
ジ１５ｍＬ

先発品

注射薬 ガドジアミド水和物
３２．３％１５ｍＬ１
筒

ガドジアミド静注３２％シリンジ
１５ｍＬ「ＨＫ」

後発品

注射薬 モルヒネ塩酸塩水和物 １％１０ｍＬ１筒 麻 プレペノン注１００ｍｇシリンジ 後発品

注射薬 モルヒネ塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１筒 麻 プレペノン注５０ｍｇシリンジ 後発品

注射薬
フェンタニルクエン酸
塩

０．００５％２ｍＬ１
管

麻
フェンタニル注射液０．１ｍｇ
「ヤンセン」

後発品

注射薬
フェンタニルクエン酸
塩

０．００５％２ｍＬ１
管

麻
フェンタニル注射液０．１ｍｇ
「第一三共」

先発品

注射薬
フェンタニルクエン酸
塩

０．００５％５ｍＬ１
管

麻
フェンタニル注射液０．２５ｍｇ
「ヤンセン」

後発品

注射薬
フェンタニルクエン酸
塩

０．００５％５ｍＬ１
管

麻
フェンタニル注射液０．２５ｍｇ
「第一三共」

先発品

注射薬
フェンタニルクエン酸
塩

０．００５％１０ｍＬ
１管

麻
フェンタニル注射液０．５ｍｇ
「ヤンセン」

後発品
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区分
薬価基準収載医

薬品コード
成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品

歯科用
塩酸リドカイン・酒石
酸水素エピネフリン

１．８ｍＬ１管
オーラ注歯科用カートリッジ１．
８ｍＬ

後発品

歯科用 ミノサイクリン塩酸塩
１０ｍｇ０．５ｇ１シ
リンジ

ペリオクリン歯科用軟膏 先発品

歯科用 ミノサイクリン塩酸塩
１０ｍｇ０．５ｇ１シ
リンジ

ペリオフィール歯科用軟膏２％ 後発品

歯科用 酸化亜鉛・チョウジ油
散剤（液剤を含む）１
ｇ

サージカルパック口腔用 後発品

品　　　名区分
薬価基準収載
医薬品コード

成　分　名 規　　格 後発品　又 は　先発品品　　　名

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオベリン注３５０ 後発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパーク３５０注１００ｍＬ 後発品

注射薬 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク３５０注１００ｍＬ 先発品

注射薬 イオプロミド
６２．３４％１００ｍ
Ｌ１筒

プロスコープ３００注シリンジ１
００ｍＬ

先発品

注射薬 イオプロミド
６２．３４％１００ｍ
Ｌ１筒

イオプロミド３００注シリンジ１
００ｍＬ「ＦＲＩ」

後発品

注射薬
プロチレリン酒石酸塩
水和物

０．５ｍｇ１管 ヒシダリン注０．５ｍｇ 後発品

注射薬
プロチレリン酒石酸塩
水和物

０．５ｍｇ１管 ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 先発品

注射薬
プロチレリン酒石酸塩
水和物

２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルトニン２ｍｇ注射液 先発品

注射薬
プロチレリン酒石酸塩
水和物

２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒシダリン注２ｍｇ 後発品

注射薬
プロチレリン酒石酸塩
水和物

２ｍｇ１ｍＬ１管
プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍ
ｇ「サワイ」

後発品

注射薬 フルオレセイン １０％５ｍＬ１瓶 フルオレサイト静注５００ｍｇ 後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１０ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．
１４％シリンジ１０ｍＬ「ＳＮ」 後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１０ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．
１４％シリンジ１０ｍＬ「タイヨー」 後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１０ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１０ｍＬ「Ｆ」

後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１０ｍＬ
１筒

マグネビスト静注シリンジ 先発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１５ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．
１４％シリンジ１５ｍＬ「ＳＮ」 後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１５ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．
１４％シリンジ１５ｍＬ「タイヨー」 後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１５ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１５ｍＬ「Ｆ」

後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％１５ｍＬ
１筒

マグネビスト静注シリンジ 先発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％２０ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．
１４％シリンジ２０ｍＬ「ＳＮ」 後発品

注射薬
ガドペンテト酸メグル
ミン

３７．１４％２０ｍＬ
１筒

マグネビスト静注シリンジ 先発品

注射薬 ガドジアミド水和物
３２．３％１０ｍＬ１
筒

オムニスキャン静注３２％シリン
ジ１０ｍＬ

先発品

注射薬 ガドジアミド水和物
３２．３％１０ｍＬ１
筒

ガドジアミド静注３２％シリンジ
１０ｍＬ「ＨＫ」

後発品

注射薬 ガドジアミド水和物
３２．３％１５ｍＬ１
筒

オムニスキャン静注３２％シリン
ジ１５ｍＬ

先発品

注射薬 ガドジアミド水和物
３２．３％１５ｍＬ１
筒

ガドジアミド静注３２％シリンジ
１５ｍＬ「ＨＫ」

後発品

注射薬 モルヒネ塩酸塩水和物 １％１０ｍＬ１筒 麻 プレペノン注１００ｍｇシリンジ 後発品

注射薬 モルヒネ塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１筒 麻 プレペノン注５０ｍｇシリンジ 後発品

注射薬
フェンタニルクエン酸
塩

０．００５％２ｍＬ１
管

麻
フェンタニル注射液０．１ｍｇ
「ヤンセン」

後発品

注射薬
フェンタニルクエン酸
塩

０．００５％２ｍＬ１
管

麻
フェンタニル注射液０．１ｍｇ
「第一三共」

先発品

注射薬
フェンタニルクエン酸
塩

０．００５％５ｍＬ１
管

麻
フェンタニル注射液０．２５ｍｇ
「ヤンセン」

後発品

注射薬
フェンタニルクエン酸
塩

０．００５％５ｍＬ１
管

麻
フェンタニル注射液０．２５ｍｇ
「第一三共」

先発品

注射薬
フェンタニルクエン酸
塩

０．００５％１０ｍＬ
１管

麻
フェンタニル注射液０．５ｍｇ
「ヤンセン」

後発品
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【参考】各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報

各先発医薬品における後発医薬品の有無に関する情報の検索や、「後発医薬品のさら

なる使用促進のためのロードマップ」（平成２５年４月５日付厚生労働省事務連絡）に

基づく後発医薬品の数量シェア（置換え率）の算出の際に、こちらの情報をご活用くだ

さい。

厚生労働省トップページ ＞ 政策について ＞ 分野別の政策一覧 ＞

健康・医療 ＞ 医療保険 ＞

「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」

「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」

目次 １．内用薬

２．注射薬

３．外用薬

４．歯科用薬剤

５．その他〔各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報〕

各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、次のとおりに分類さ

れています。また、Excel形式でダウンロードできます。

１ 後発医薬品がない先発医薬品

※ 後発医薬品の上市前の先発医薬品等を含む。

２ 後発医薬品がある先発医薬品

※ 先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。

※ 後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、「☆」印を付す。

３ 後発医薬品

※ 先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付す。

後発医薬品の 後発医薬品の数量

数 量 シ ェ ア ＝

（置 き 換 え 率） 後発医薬品のある先発医薬品の数量 ＋ 後発医薬品の数量

３で分類される品目の数量(★を除く)

＝

２で分類される品目の数量(☆を除く) ＋ ３で分類される品目の数量(★を除く)
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