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1124 ブロチゾラム
商品名 規格単位 会社名 薬価

レンドルミン錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー 22.50
後 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＡＦＰ」 ０．２５ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ 9.90

1141 アセトアミノフェン
商品名 規格単位 会社名 薬価

後 カロナール錠５００ ５００ｍｇ１錠 あゆみ製薬 9.20

後 アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マルイシ」 ５００ｍｇ１錠 丸石 9.20

1147 ジクロフェナクナトリウム
商品名 規格単位 会社名 薬価

ナボールＳＲカプセル３７．５ ３７．５ｍｇ１カプセ
ル

久光 16.50

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ ３７．５ｍｇ１カプセ
ル

同仁＝ノバルティス 16.50

後 ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ
「ＺＥ」

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

全星 6.60

1149ｉ ロルノキシカム
商品名 規格単位 会社名 薬価

ロルカム錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 大正製薬＝大正富山 14.10
後 ロルノキシカム錠２ｍｇ「ＫＯ」 ２ｍｇ１錠 寿 7.10

ロルカム錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 大正製薬＝大正富山 19.50
後 ロルノキシカム錠４ｍｇ「ＫＯ」 ４ｍｇ１錠 寿 9.80

1149Ｔ
商品名 規格単位 会社名 薬価

トラムセット配合錠 １錠 ヤンセン＝持田 69.80
後 トアラセット配合錠「ＤＳＥＰ」 １錠 第一三共エスファ 22.80
後 トアラセット配合錠「ＥＥ」 １錠 エルメッドエーザイ 22.80
後 トアラセット配合錠「ＪＧ」 １錠 日本ジェネリック 22.80
後 トアラセット配合錠「Ｍｅ」 １錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ＝Ｍｅファ

ルマ
22.80

後 トアラセット配合錠「ＳＮ」 １錠 シオノ＝江州 22.80
後 トアラセット配合錠「ＴＣ」 １錠 東洋カプセル＝中北 22.80
後 トアラセット配合錠「ＴＣＫ」 １錠 辰巳 22.80
後 トアラセット配合錠「ＹＤ」 １錠 陽進堂 22.80
後 トアラセット配合錠「あすか」 １錠 あすか製薬 22.80
後 トアラセット配合錠「オーハラ」 １錠 大原 22.80

（つづく）

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載

H30.12.14収載
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】①次の疾患並びに症状の消炎・鎮痛／関節リウマチ，変形性関節症，腰痛症，頸肩腕症候群，肩関節周囲炎。②手術後，外傷後及び抜歯
後の消炎・鎮痛。【用法】①１回４ｍｇ，１日３回食後。１日１８ｍｇまで。②１回８ｍｇ，頓用。１回８ｍｇ，１日２４ｍｇまで。投与期間は３日以内。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載

先発・代表薬

H30.12.14収載

【適応】次の疾患並びに症状の消炎・鎮痛／関節リウマチ，変形性関節症，腰痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群。【用法】１回３７．５ｍｇ，１日２回
食後。

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載
【適応】①次の疾患・症状の鎮痛／頭痛，耳痛，症候性神経痛，腰痛症，筋肉痛，打撲痛，捻挫痛，月経痛，分娩後痛，癌による疼痛，歯痛，歯科治
療後の疼痛，変形性関節症。②次の疾患の解熱・鎮痛／急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）。③小児科領域における解熱・
鎮痛。【用法】①１回３００～１０００ｍｇ。投与間隔４～６時間以上，１日総量４０００ｍｇまで。②１回３００～５００ｍｇ，頓用。原則として１日２回まで，１
日最大１，５００ｍｇ。③幼児・小児１回１０～１５ｍｇ／ｋｇ。投与間隔４～６時間以上，１日総量６０ｍｇ／ｋｇ。ただし成人量を超えない。

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載

備考
先発・代表薬

【適応】①不眠症。②麻酔前投薬。【用法】①１回０．２５ｍｇ，就寝前。②手術前夜１回０．２５ｍｇ，就寝前。麻酔前１回０．５ｍｇ。

備考
先発・代表薬／本品目も後発指定
あり

　平成30年12月13日告示（14日適用）品目における診療報酬上の後発医薬品と，それに対応する先発・代表薬をまとめてい
ます（平成31年1月7日現在，入手できた情報による）。

　薬効分類・成分名別に掲載しています。
　商品名の左に「後」とあるものが，診療報酬上の後発医薬品です。

を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので，各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。
また一覧は対象品目を抜粋したもので，必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに，作成時の情報から更新・変
更されている場合がありますので，処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

　背景■色が，先発・代表薬を指します（便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります）。

薬効・薬価リスト平成30年版　追補情報（平成30年12月）

△：適応ないし用法を持つが，一部に違いあり
－：適応・用法なし

　成分内において，適応や用法に違いがあり，かつ簡便に記号で分類できる場合，薬価欄の右に対応する番号とともに表記
しました。記号は

○：適応ないし用法あり

Ｉ．ジェネリック（後発医薬品）とそれに対応する先発・代表薬一覧表（内用薬）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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後 トアラセット配合錠「共創未来」 １錠 共創未来ファーマ 22.80
後 トアラセット配合錠「杏林」 １錠 キョーリンリメディオ＝

杏林＝ニプロ
22.80

後 トアラセット配合錠「ケミファ」 １錠 日本薬工＝ケミファ 22.80
後 トアラセット配合錠「サワイ」 １錠 沢井 22.80
後 トアラセット配合錠「サンド」 １錠 サンド 22.80
後 トアラセット配合錠「武田テバ」 １錠 武田テバファーマ＝武

田
22.80

後 トアラセット配合錠「トーワ」 １錠 東和薬品 22.80
後 トアラセット配合錠「日医工」 １錠 日医工 22.80
後 トアラセット配合錠「日新」 １錠 日新製薬 22.80
後 トアラセット配合錠「日本臓器」 １錠 日本臓器 22.80
後 トアラセット配合錠「ファイザー」 １錠 マイラン＝ファイザー 22.80
後 トアラセット配合錠「マルイシ」 １錠 丸石 22.80
後 トアラセット配合錠「三笠」 １錠 三笠 22.80

1169ｉ ブロモクリプチンメシル酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

パーロデル錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 サンファーマ＝田辺三
菱

62.60

後 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「タカタ」 ２．５ｍｇ１錠 高田 49.10

1169ｉ ロピニロール塩酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

レキップＣＲ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ＧＳＫ 239.70
後 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 沢井 100.10

レキップＣＲ錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 ＧＳＫ 822.40
後 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「サワイ」 ８ｍｇ１錠 沢井 343.90

1179ｉ アトモキセチン塩酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

ストラテラ内用液０．４％ ０．４％１ｍＬ リリー 209.20
後 アトモキセチン内用液０．４％「トーワ」 ０．４％１ｍＬ 東和薬品 84.00
後 アトモキセチン内用液０．４％「ニプロ」 ０．４％１ｍＬ ニプロ 84.00

ストラテラカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル リリー 272.50
後 アトモキセチンカプセル５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１カプセル 沢井 108.50
後 アトモキセチンカプセル５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１カプセル 日医工 108.50
後 アトモキセチンカプセル５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１カプセル ファイザー 108.50
後 アトモキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５ｍｇ１錠 ジェイドルフ＝第一三共

エスファ
108.50

後 アトモキセチン錠５ｍｇ「タカタ」 ５ｍｇ１錠 高田 108.50
後 アトモキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 東和薬品 108.50
後 アトモキセチン錠５ｍｇ「ニプロ」 ５ｍｇ１錠 ニプロ 108.50

ストラテラカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル リリー 324.70
後 アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１カプセル 沢井 129.30
後 アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１カプセル 日医工 129.30
後 アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「ファイ １０ｍｇ１カプセル ファイザー 129.30
後 アトモキセチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １０ｍｇ１錠 ジェイドルフ＝第一三共

エスファ
129.30

後 アトモキセチン錠１０ｍｇ「タカタ」 １０ｍｇ１錠 高田 129.30
後 アトモキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 東和薬品 129.30
後 アトモキセチン錠１０ｍｇ「ニプロ」 １０ｍｇ１錠 ニプロ 129.30

ストラテラカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル リリー 409.50
後 アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１カプセル 沢井 163.00
後 アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１カプセル 日医工 163.00
後 アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「ファイ ２５ｍｇ１カプセル ファイザー 163.00
後 アトモキセチン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２５ｍｇ１錠 ジェイドルフ＝第一三共

エスファ
163.00

後 アトモキセチン錠２５ｍｇ「タカタ」 ２５ｍｇ１錠 高田 163.00
後 アトモキセチン錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 東和薬品 163.00
後 アトモキセチン錠２５ｍｇ「ニプロ」 ２５ｍｇ１錠 ニプロ 163.00

（つづく）

H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一剤形なし
H30.12.14収載／〃
H30.12.14収載／〃
H30.12.14収載／〃

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一剤形なし
H30.12.14収載／〃

H30.12.14収載

H30.12.14収載

H30.12.14収載

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載

H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】パーキンソン病。【用法】ロピニロールとして１日１回２ｍｇから始め，２週目に４ｍｇ／日。以後，必要により２ｍｇ／日ずつ１週間以上の間隔で
増量。いずれも１日１回。１日１６ｍｇまで。

備考

H30.12.14収載／〃

H30.12.14収載／〃

H30.12.14収載
H30.12.14収載

H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一剤形なし

H30.12.14収載

H30.12.14収載／〃

H30.12.14収載／〃
H30.12.14収載／〃

先発・代表薬
H30.12.14収載
H30.12.14収載

先発・代表薬

H30.12.14収載

H30.12.14収載
【適応】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な次の疾患における鎮痛／①非がん性慢性疼痛，②抜歯後の疼痛。【用法】①１回１錠，１日４回。②１回２
錠。以上，投与間隔は４時間以上。１回２錠，１日８錠まで。

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載

先発・代表薬

H30.12.14収載

【適応】①産褥性乳汁分泌抑制，乳汁漏出症，高プロラクチン血性排卵障害，外科的処置の不必要な高プロラクチン血性下垂体腺腫。②末端肥大
症，下垂体性巨人症。③パーキンソン症候群。【用法】ブロモクリプチンとして①１日１回２．５ｍｇ，夕食直後。１日５～７．５ｍｇまで漸増し，分２～３，
食直後。②１日２．５～７．５ｍｇ，分２～３，食直後。③初期量１日１回１．２５ｍｇ又は２．５ｍｇ，朝食直後。１～２週ごとに１日量として２．５ｍｇずつ増
量，維持量（標準１日１５～２２．５ｍｇ）。１日量５ｍｇの場合は朝食及び夕食直後，７．５ｍｇ以上の場合は毎食直後分服。

H30.12.14収載

H30.12.14収載

H30.12.14収載
H30.12.14収載

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

先発・代表薬

H30.12.14収載

H30.12.14収載

（トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤のつづき）

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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ストラテラカプセル４０ｍｇ ４０ｍｇ１カプセル リリー 461.20
後 アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「サワイ」 ４０ｍｇ１カプセル 沢井 183.60
後 アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「日医工」 ４０ｍｇ１カプセル 日医工 183.60
後 アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「ファイ ４０ｍｇ１カプセル ファイザー 183.60
後 アトモキセチン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ４０ｍｇ１錠 ジェイドルフ＝第一三共

エスファ
183.60

後 アトモキセチン錠４０ｍｇ「タカタ」 ４０ｍｇ１錠 高田 183.60
後 アトモキセチン錠４０ｍｇ「トーワ」 ４０ｍｇ１錠 東和薬品 183.60
後 アトモキセチン錠４０ｍｇ「ニプロ」 ４０ｍｇ１錠 ニプロ 183.60

1179ｉ エチゾラム
商品名 規格単位 会社名 薬価

デパス錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 田辺三菱＝吉富薬品 9.00
後 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「武田テバ」 ０．２５ｍｇ１錠 武田テバ薬品＝武田テ

バファーマ＝武田
5.80

デパス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 田辺三菱＝吉富薬品 9.00
後 エチゾラム錠０．５ｍｇ「武田テバ」 ０．５ｍｇ１錠 武田テバ薬品＝武田テ

バファーマ＝武田
6.30

デパス錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 田辺三菱＝吉富薬品 11.30
後 エチゾラム錠１ｍｇ「武田テバ」 １ｍｇ１錠 武田テバ薬品＝武田テ

バファーマ＝武田
6.40

1179ｉ ゾテピン
商品名 規格単位 会社名 薬価

ロドピン細粒１０％ １０％１ｇ ＬＴＬ 61.00
後 ゾテピン細粒１０％「タカタ」 １０％１ｇ 高田 39.60

ロドピン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ＬＴＬ 16.80
後 ゾテピン錠２５ｍｇ「タカタ」 ２５ｍｇ１錠 高田 11.50

ロドピン細粒５０％ ５０％１ｇ ＬＴＬ 248.00
後 ゾテピン細粒５０％「タカタ」 ５０％１ｇ 高田 140.30

ロドピン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ＬＴＬ 28.80
後 ゾテピン錠５０ｍｇ「タカタ」 ５０ｍｇ１錠 高田 19.20

ロドピン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ＬＴＬ 54.30
後 ゾテピン錠１００ｍｇ「タカタ」 １００ｍｇ１錠 高田 36.90

1179ｉ ハロペリドール
商品名 規格単位 会社名 薬価

セレネース細粒１％ １％１ｇ 大日本住友 43.00
後 ハロペリドール細粒１％「タカタ」 １％１ｇ 高田 13.50

セレネース錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 大日本住友 7.80
後 ハロペリドール錠１ｍｇ「タカタ」 １ｍｇ１錠 高田 6.00
後 ハロペリドール錠２ｍｇ「タカタ」 ２ｍｇ１錠 高田 6.10

1179ｉ マプロチリン塩酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

ルジオミール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 サンファーマ＝田辺三
菱

10.40

後 マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 １０ｍｇ１錠 高田 5.90
ルジオミール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 サンファーマ＝田辺三

菱
20.90

後 マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ「タカタ」 ２５ｍｇ１錠 高田 12.70
後 マプロチリン塩酸塩錠５０ｍｇ「タカタ」 ５０ｍｇ１錠 高田 25.70

H30.12.14収載

先発・代表薬

H30.12.14収載／〃
H30.12.14収載／〃
H30.12.14収載／〃

H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一剤形なし

先発・代表薬
H30.12.14収載

先発・代表薬

H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一規格なし

【適応】うつ病・うつ状態。【用法】１日３０～７５ｍｇ，分２～３，又は１日１回夕食後あるいは就寝前も可。

先発・代表薬

H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一規格なし

【適応】統合失調症，躁病。【用法】初回量１日０．７５～２．２５ｍｇ（細粒：０．０７５～０．２２５ｇ），以後漸増。維持量１日３～６ｍｇ（細粒：０．３～０．６
ｇ）。

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載

H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】統合失調症。【用法】１日７５～１５０ｍｇ（１０％細粒：０．７５～１．５ｇ，５０％細粒：０．１５～０．３ｇ），分服。１日４５０ｍｇまで増量可。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

備考

先発・代表薬
H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載
先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載
先発・代表薬

先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】①神経症における不安・緊張・抑うつ・神経衰弱症状・睡眠障害。うつ病における不安・緊張・睡眠障害。②心身症（高血圧症，胃・十二指腸潰
瘍）における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ・睡眠障害。次の疾患における不安・緊張・抑うつ及び筋緊張／頸椎症，腰痛症，筋収縮性頭痛。③
統合失調症における睡眠障害。【用法】①１日３ｍｇ，分３。②１日１．５ｍｇ，分３。③１～３ｍｇ，就寝前１回。以上，高齢者は１日１．５ｍｇまで。

H30.12.14収載
H30.12.14収載

【適応】注意欠陥／多動性障害（ＡＤ／ＨＤ）。【用法】アトモキセチンとして〔１８歳未満の患者〕１日０．５ｍｇ（液：０．１２５ｍＬ）／ｋｇより開始。その後１
日０．８ｍｇ（同０．２ｍＬ）／ｋｇとし，１日１．２ｍｇ（同０．３ｍＬ）／ｋｇまで増量後，１日１．２～１．８ｍｇ（同０．３～０．４５ｍＬ）／ｋｇで維持。増量は１週
間以上の間隔をあけて行う。以上，分２。１日１．８ｍｇ／ｋｇ又は１２０ｍｇ（同３０ｍＬ）のいずれか少ない量まで。〔１８歳以上の患者〕１日４０ｍｇ（同１
０ｍＬ）より開始。その後１日８０ｍｇ（同２０ｍＬ）まで増量後，１日８０～１２０ｍｇ（同２０～３０ｍＬ）で維持。１日８０ｍｇまでの増量は１週間以上，その
後の増量は２週間以上の間隔をあけて行う。以上，分１～２。１日量１２０ｍｇまで。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載

（アトモキセチン塩酸塩のつづき）

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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1179ｉ ミルタザピン
商品名 規格単位 会社名 薬価

リフレックス錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 159.80
レメロン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 ＭＳＤ 159.80

後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＥＥ」 １５ｍｇ１錠 エルメッドエーザイ 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＪＧ」 １５ｍｇ１錠 長生堂＝日本ジェネ

リック
51.50

後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 １５ｍｇ１錠 辰巳 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＹＤ」 １５ｍｇ１錠 陽進堂 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「アメル」 １５ｍｇ１錠 共和薬品 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「共創未来」 １５ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「杏林」 １５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ＝

杏林
51.50

後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ケミファ」 １５ｍｇ１錠 ケミファ 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「サワイ」 １５ｍｇ１錠 沢井 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「武田テバ」 １５ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
51.50

後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１錠 東和薬品 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「日医工」 １５ｍｇ１錠 日医工 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「日新」 １５ｍｇ１錠 日新製薬 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ニプロ」 １５ｍｇ１錠 ニプロ 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ファイザー」 １５ｍｇ１錠 ダイト＝ファイザー 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「フェルゼン」 １５ｍｇ１錠 フェルゼン 51.50
後 ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」 １５ｍｇ１錠 大蔵＝ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 51.50
後 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １５ｍｇ１錠 ジェイドルフ＝第一三共

エスファ
51.50

後 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「アメル」 １５ｍｇ１錠 共和薬品 51.50
後 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 １５ｍｇ１錠 沢井 51.50
後 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１錠 東和薬品 51.50
後 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「ニプロ」 １５ｍｇ１錠 ニプロ 51.50

リフレックス錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 264.30
レメロン錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 ＭＳＤ 264.30

後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＥＥ」 ３０ｍｇ１錠 エルメッドエーザイ 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 ３０ｍｇ１錠 長生堂＝日本ジェネ

リック
85.20

後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 ３０ｍｇ１錠 辰巳 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＹＤ」 ３０ｍｇ１錠 陽進堂 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「アメル」 ３０ｍｇ１錠 共和薬品 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「共創未来」 ３０ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「杏林」 ３０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ＝

杏林
85.20

後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ケミファ」 ３０ｍｇ１錠 ケミファ 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「サワイ」 ３０ｍｇ１錠 沢井 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「武田テバ」 ３０ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
85.20

後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「トーワ」 ３０ｍｇ１錠 東和薬品 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「日医工」 ３０ｍｇ１錠 日医工 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「日新」 ３０ｍｇ１錠 日新製薬 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ニプロ」 ３０ｍｇ１錠 ニプロ 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ファイザー」 ３０ｍｇ１錠 ダイト＝ファイザー 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「フェルゼン」 ３０ｍｇ１錠 フェルゼン 85.20
後 ミルタザピン錠３０ｍｇ「明治」 ３０ｍｇ１錠 大蔵＝ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 85.20
後 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ３０ｍｇ１錠 ジェイドルフ＝第一三共

エスファ
85.20

後 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「アメル」 ３０ｍｇ１錠 共和薬品 85.20
後 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 ３０ｍｇ１錠 沢井 85.20
後 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 ３０ｍｇ１錠 東和薬品 85.20
後 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「ニプロ」 ３０ｍｇ１錠 ニプロ 85.20

1249ｉ エペリゾン塩酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

ミオナール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エーザイ 14.50
後 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「旭化成」 ５０ｍｇ１錠 旭化成ファーマ 5.80

H30.12.14収載／〃
H30.12.14収載／〃
H30.12.14収載／〃

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一剤形なし
H30.12.14収載／〃

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載

H30.12.14収載

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載

先発・代表薬
先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載
H30.12.14収載

H30.12.14収載

H30.12.14収載／〃
H30.12.14収載／〃

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一剤形なし

H30.12.14収載

H30.12.14収載

H30.12.14収載

【適応】次の疾患による筋緊張状態の改善／頸肩腕症候群，肩関節周囲炎，腰痛症。次の疾患による痙性麻痺／脳血管障害，痙性脊髄麻痺，頸部
脊椎症，術後後遺症（脳・脊髄腫瘍を含む），外傷後遺症（脊髄損傷，頭部外傷），筋萎縮性側索硬化症，脳性小児麻痺，脊髄小脳変性症，脊髄血
管障害，スモン，その他の脳脊髄疾患。【用法】１日１５０ｍｇ，分３。

先発・代表薬

H30.12.14収載／〃

【適応】うつ病・うつ状態。【用法】初期量１日１５ｍｇ，１日１回１５～３０ｍｇ就寝前。増量は１週間以上の間隔をあけて１日１５ｍｇずつ。１日４５ｍｇま
で。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載／〃

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載

H30.12.14収載

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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2132 トリクロルメチアジド
商品名 規格単位 会社名 薬価

フルイトラン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 塩野義 9.60
後 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＳＮ」 ２ｍｇ１錠 シオノ＝ポーラファルマ 6.00

2144 エナラプリルマレイン酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

レニベース錠２．５ ２．５ｍｇ１錠 ＭＳＤ 24.80
後 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
２．５ｍｇ１錠 辰巳 9.90

レニベース錠５ ５ｍｇ１錠 ＭＳＤ 30.50
後 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ５ｍｇ１錠 辰巳 11.20

2149ｉ イルベサルタン
商品名 規格単位 会社名 薬価

アバプロ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 大日本住友 53.70
イルベタン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 塩野義 53.60

後 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 ５０ｍｇ１錠 長生堂＝日本ジェネ
リック

26.90

アバプロ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 大日本住友 102.30
イルベタン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 塩野義 101.60

後 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１錠 長生堂＝日本ジェネ
リック

51.00

アバプロ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 大日本住友 157.80
イルベタン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 塩野義 154.90

後 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 ２００ｍｇ１錠 長生堂＝日本ジェネ
リック

76.60

2149ｉ オルメサルタン　メドキソミル
商品名 規格単位 会社名 薬価

オルメテックＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 第一三共 29.00
後 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 日医工 10.70

オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 第一三共 54.50
後 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 日本ジェネリック 20.40

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 第一三共 103.40
後 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 ２０ｍｇ１錠 日本ジェネリック 39.00

オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 第一三共 156.60
後 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＪＧ」 ４０ｍｇ１錠 日本ジェネリック 57.30

2149ｉ ニルバジピン
商品名 規格単位 会社名 薬価

ニバジール錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ＬＴＬ 14.10
後 ニルバジピン錠２ｍｇ「武田テバ」 ２ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
9.60

ニバジール錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ＬＴＬ 26.40
後 ニルバジピン錠４ｍｇ「武田テバ」 ４ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
11.90

2160ｉ エレトリプタン臭化水素酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

レルパックス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ファイザー 704.40
後 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２０ｍｇ１錠 第一三共エスファ 352.20
後 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 ２０ｍｇ１錠 辰巳 352.20
後 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ２０ｍｇ１錠 陽進堂 352.20
後 エレトリプタン錠２０ｍｇ「サンド」 ２０ｍｇ１錠 サンド 352.20
後 エレトリプタン錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 東和薬品 352.20
後 エレトリプタン錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 日医工 352.20
後 エレトリプタン錠２０ｍｇ「日新」 ２０ｍｇ１錠 日新製薬 352.20
後 エレトリプタンＯＤ錠２０ｍｇ「アメル」 ２０ｍｇ１錠 共和薬品＝日本ジェネ

リック
352.20

先発・代表薬

先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】①本態性高血圧症，腎性高血圧症，腎血管性高血圧症，悪性高血圧。②慢性心不全（軽症～中等症）の状態で，ジギタリス製剤，利尿剤等
の基礎治療剤を投与しても十分効果が認められない場合。【用法】①成人１日１回５～１０ｍｇ。腎性・腎血管性高血圧症又は悪性高血圧には２．５ｍ
ｇから投与することが望ましい。生後１ヶ月以上の小児１日１回０．０８ｍｇ／ｋｇ。②ジギタリス製剤，利尿剤等と併用。成人１日１回５～１０ｍｇ。腎障
害を伴う患者又は利尿剤投与中の患者では２．５ｍｇから投与することが望ましい。

備考

【適応】高血圧症（本態性，腎性等），悪性高血圧，心性浮腫（うっ血性心不全），腎性浮腫，肝性浮腫，月経前緊張症。【用法】１日２～８ｍｇ，分１～
２。高血圧症には少量より開始し漸増。悪性高血圧に用いる場合は通常，他の降圧剤と併用。

備考
先発・代表薬

先発・代表薬

H30.12.14収載

H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一剤形なし

【適応】片頭痛。【用法】エレトリプタンとして１回２０ｍｇ，頭痛発現時。効果不十分時は２時間以上あけて追加投与可。２０ｍｇで効果不十分な場合，
次回発現時から４０ｍｇ投与可。１日総量４０ｍｇ以内。

H30.12.14収載

【適応】本態性高血圧症。【用法】１回２～４ｍｇ，１日２回。

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載

H30.12.14収載

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】高血圧症。【用法】１日１回１０～２０ｍｇ。１日５～１０ｍｇから開始。１日最大量４０ｍｇ。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】高血圧症。【用法】１日１回５０～１００ｍｇ。１日最大量２００ｍｇ。

備考

先発・代表薬
H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載
先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

先発・代表薬

先発・代表薬
先発・代表薬
H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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2189ｉ シンバスタチン
商品名 規格単位 会社名 薬価

リポバス錠１０ １０ｍｇ１錠 ＭＳＤ 181.50
後 シンバスタチン錠１０ｍｇ「武田テバ」 １０ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
74.40

リポバス錠２０ ２０ｍｇ１錠 ＭＳＤ 344.50
後 シンバスタチン錠２０ｍｇ「武田テバ」 ２０ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
133.50

2189ｉ ピタバスタチンカルシウム
商品名 規格単位 会社名 薬価 ① ②

リバロＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 興和＝興和創薬 52.80 ○ ○
後 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠１ｍｇ「ＫＯ

Ｇ」
１ｍｇ１錠 テイカ製薬 19.10 ○ △

リバロＯＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 興和＝興和創薬 99.70 ○ ○
後 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍｇ「ＫＯ

Ｇ」
２ｍｇ１錠 テイカ製薬 35.90 ○ △

リバロＯＤ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 興和＝興和創薬 185.70 ○ △
後 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠４ｍｇ「ＫＯ

Ｇ」
４ｍｇ１錠 テイカ製薬 72.90 ○ △

2189ｉ ロスバスタチンカルシウム
商品名 規格単位 会社名 薬価 ① ②

クレストール錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 アストラゼネカ＝塩野
義

57.60 ○ ○

後 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「フェルゼン」 ２．５ｍｇ１錠 フェルゼン 21.70 ○ ―
クレストール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アストラゼネカ＝塩野

義
110.30 ○ ○

後 ロスバスタチン錠５ｍｇ「フェルゼン」 ５ｍｇ１錠 フェルゼン 41.40 ○ ―

2190ｉ 炭酸ランタン水和物
商品名 規格単位 会社名 薬価

ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１包 バイエル 161.30
後 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「ＪＧ」 ２５０ｍｇ１包 日本ジェネリック 67.10
後 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「ニプロ」 ２５０ｍｇ１包 ニプロ 67.10

ホスレノール顆粒分包５００ｍｇ ５００ｍｇ１包 バイエル 236.50
後 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「ＪＧ」 ５００ｍｇ１包 日本ジェネリック 98.40
後 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「ニプロ」 ５００ｍｇ１包 ニプロ 98.40

2190ｉ 沈降炭酸カルシウム
商品名 規格単位 会社名 薬価

カルタン錠２５０ ２５０ｍｇ１錠 マイラン＝ファイザー 5.80
後 沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ「武田テ

バ」
２５０ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
5.60

カルタン錠５００ ５００ｍｇ１錠 マイラン＝ファイザー＝
扶桑

6.30

後 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「武田テ
バ」

５００ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武
田

5.70

2318 ジメチコン
商品名 規格単位 会社名 薬価

ガスコン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 キッセイ 5.60
ガスサール錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 東和薬品＝日医工 5.60

後 ジメチコン錠４０ｍｇ「フソー」 ４０ｍｇ１錠 扶桑 5.60

H30.12.14収載

H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】①胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善。②胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去。③腹部Ｘ線検査時における腸内ガスの
駆除。【用法】①１日１２０～２４０ｍｇ，分３食後又は食間。②検査１５～４０分前に４０～８０ｍｇ，約１０ｍＬの水とともに投与。③検査３～４日前より１
日１２０～２４０ｍｇを分３食後又は食間。

H30.12.14収載

先発・代表薬

H30.12.14収載

【適応】次の患者における高リン血症の改善／保存期・透析中の慢性腎不全患者。【用法】１日３ｇ，分３，食直後。

備考
先発・代表薬

先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載
先発・代表薬

備考
先発・代表薬

先発・代表薬

H30.12.14収載
【適応】慢性腎臓病患者における高リン血症の改善。【用法】ランタンとして開始量１日７５０ｍｇ，分３，食直後。１日最高量２，２５０ｍｇ。

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載

先発・代表薬

H30.12.14収載

【適応】①高コレステロール血症。②家族性高コレステロール血症。【用法】（以下，小児用量はリバロの１ｍｇ・２ｍｇ製剤のみ）①成人１日１回１～２ｍ
ｇ。②成人１日１回１～２ｍｇ，１０歳以上の小児１日１回１ｍｇ。以上，ＬＤＬ－コレステロール値の低下が不十分な場合，１日最大成人４ｍｇ，小児２ｍ
ｇまで増量可。※△は小児用法がないことを示す。

H30.12.14収載

H30.12.14収載

【適応】高脂血症，家族性高コレステロール血症。【用法】１日１回５ｍｇ。ＬＤＬ－コレステロール値の低下が不十分な場合，１日２０ｍｇまで増量可。

備考
先発・代表薬

【適応】①高コレステロール血症。②家族性高コレステロール血症。⇒（②はロスバスタチン錠「フェルゼン」を除く）【用法】①②ロスバスタチンとして１
日１回２．５ｍｇより開始。早期にＬＤＬ－コレステロール値の低下が必要な場合，５ｍｇより開始可。開始後又は増量後，４週以降にＬＤＬ－コレステ
ロール値の低下が不十分な場合，１０ｍｇまで漸増可。１０ｍｇでもＬＤＬ－コレステロール値の低下が不十分な家族性高コレステロール血症患者など
の重症患者に限りさらに増量可。１日最大２０ｍｇ。

先発・代表薬

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載

備考

先発・代表薬

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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2329ｉ アルジオキサ
商品名 規格単位 会社名 薬価

後 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 １００ｍｇ１錠 小林化工 5.60

2359ｉ ピコスルファートナトリウム水和物
商品名 規格単位 会社名 薬価

ラキソベロン内用液０．７５％ ０．７５％１ｍＬ 帝人ファーマ 22.60
後 ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「武田

テバ」
０．７５％１ｍＬ 武田テバファーマ＝武

田
9.10

2391 オンダンセトロン塩酸塩水和物
商品名 規格単位 会社名 薬価

ゾフラン錠２ ２ｍｇ１錠 ノバルティス 815.30
後 オンダンセトロンＯＤフィルム２ｍｇ「ＧＦＰ」 ２ｍｇ１錠 ツキオカフィルム＝ミヤ

リサン
407.70

ゾフラン錠４ ４ｍｇ１錠 ノバルティス 1,058.90
後 オンダンセトロンＯＤフィルム４ｍｇ「ＧＦＰ」 ４ｍｇ１錠 ツキオカフィルム＝ミヤ

リサン
529.50

2454 ベタメタゾン
商品名 規格単位 会社名 薬価

リンデロン散０．１％ ０．１％１ｇ 塩野義 29.90
後 ベタメタゾン散０．１％「フソー」 ０．１％１ｇ 扶桑 19.90

2482 ノルエチステロン・エチニルエストラジオー
商品名 規格単位 会社名 薬価

ルナベル配合錠ＬＤ １錠 ノーベル＝日本新薬＝
富士製薬

251.60

後 フリウェル配合錠ＬＤ「あすか」 １錠 あすか製薬＝武田 150.20
後 フリウェル配合錠ＬＤ「サワイ」 １錠 沢井 150.20
後 フリウェル配合錠ＬＤ「トーワ」 １錠 東和薬品 150.20

ルナベル配合錠ＵＬＤ １錠 ノーベル＝日本新薬＝
富士製薬

314.10

後 フリウェル配合錠ＵＬＤ「あすか」 １錠 あすか製薬＝武田 140.50
後 フリウェル配合錠ＵＬＤ「サワイ」 １錠 沢井 140.50
後 フリウェル配合錠ＵＬＤ「トーワ」 １錠 東和薬品 140.50
後 フリウェル配合錠ＵＬＤ「モチダ」 １錠 持田販売＝持田 140.50

2590ｉ シロドシン
商品名 規格単位 会社名 薬価

ユリーフ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 キッセイ＝第一三共 37.00
後 シロドシン錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２ｍｇ１錠 第一三共エスファ 18.00

ユリーフＯＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 キッセイ＝第一三共 37.00
後 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２ｍｇ１錠 第一三共エスファ 18.00

ユリーフ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 キッセイ＝第一三共 72.10
後 シロドシン錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ４ｍｇ１錠 第一三共エスファ 35.00

ユリーフＯＤ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 キッセイ＝第一三共 72.10
後 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ４ｍｇ１錠 第一三共エスファ 35.00

2590ｉ プロピベリン塩酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

バップフォー錠１０ １０ｍｇ１錠 大鵬薬品 56.40
後 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「武田テバ」 １０ｍｇ１錠 武田テバ薬品＝武田テ

バファーマ＝武田＝ア
ルフレッサファーマ

22.10

バップフォー錠２０ ２０ｍｇ１錠 大鵬薬品 98.20
後 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「武田テバ」 ２０ｍｇ１錠 武田テバ薬品＝武田テ

バファーマ＝武田＝ア
ルフレッサファーマ

40.60

H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一剤形なし
先発・代表薬
H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一剤形なし

【適応】抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心，嘔吐）。【用法】１日１回４ｍｇ。効果不十分な場合，同用量の注射液を投与可。

H30.12.14収載

【適応】①各種便秘症。②術後排便補助。③造影剤（硫酸バリウム）投与後の排便促進。④手術前における腸管内容物の排除。⑤大腸検査（Ｘ線・内
視鏡）前処置における腸管内容物の排除。【用法】製剤として①成人１日１回１０～１５滴，１５～７歳１０滴，６～４歳７滴，３～１歳６滴，１２～７ヶ月３
滴，６ヶ月以下２滴。②成人１日１回１０～１５滴。③成人６～１５滴。④成人１４滴。⑤検査予定時間の１０～１５時間前に成人２０ｍＬ。

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載／非後発または価
格差のある代表薬なし

【適応】次の疾患における自覚症状及び他覚所見の改善／胃潰瘍，十二指腸潰瘍，胃炎。【用法】１日３００～４００ｍｇ，分３～４。

備考
先発・代表薬

備考

H30.12.14収載

【適応】次の疾患又は状態における頻尿，尿失禁／神経因性膀胱，神経性頻尿，不安定膀胱，膀胱刺激状態（慢性膀胱炎，慢性前立腺炎）。過活動
膀胱における尿意切迫感，頻尿及び切迫性尿失禁。【用法】１日１回２０ｍｇ。効果不十分時は１回２０ｍｇ，１日２回まで増量可。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】各種炎症。【用法】１日０．５～８ｍｇ（散：０．５～８ｇ），分１～４。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

先発・代表薬

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載
先発・代表薬

H30.12.14収載
【適応】月経困難症。【用法】１日１錠，２１日間。７日間休薬。以上を１周期とし，２９日目から次の周期の錠剤を投与。以後同様。

H30.12.14収載
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】前立腺肥大症に伴う排尿障害。【用法】１回４ｍｇ，１日２回朝夕食後。

先発・代表薬
H30.12.14収載
先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載
H30.12.14収載

H30.12.14収載
H30.12.14収載
H30.12.14収載

備考

先発・代表薬

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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3222 クエン酸第一鉄ナトリウム
商品名 規格単位 会社名 薬価

フェロミア錠５０ｍｇ 鉄５０ｍｇ１錠 サンノーバ＝エーザイ 8.70
後 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「武田テバ」 鉄５０ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
5.60

3969ｉ ボグリボース
商品名 規格単位 会社名 薬価 ① ②

ベイスン錠０．２ ０．２ｍｇ１錠 武田テバ薬品＝武田 31.50 ○ ○
後 ボグリボース錠０．２ｍｇ「武田テバ」 ０．２ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
12.30 ○ ○

ベイスンＯＤ錠０．２ ０．２ｍｇ１錠 武田テバ薬品＝武田 31.50 ○ ○
後 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「武田テバ」 ０．２ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
12.30 ○ ○

ベイスン錠０．３ ０．３ｍｇ１錠 武田テバ薬品＝武田 42.70 ○ ―
後 ボグリボース錠０．３ｍｇ「武田テバ」 ０．３ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
17.00 ○ ―

ベイスンＯＤ錠０．３ ０．３ｍｇ１錠 武田テバ薬品＝武田 42.70 ○ ―
後 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「武田テバ」 ０．３ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
17.00 ○ ―

3969ｉ ミグリトール
商品名 規格単位 会社名 薬価

セイブル錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 三和化学 21.90
後 ミグリトール錠２５ｍｇ「ＪＧ」 ２５ｍｇ１錠 日本ジェネリック 9.80

セイブル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 三和化学 37.70
後 ミグリトール錠５０ｍｇ「ＪＧ」 ５０ｍｇ１錠 日本ジェネリック 17.50

セイブル錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 三和化学 52.90
後 ミグリトール錠７５ｍｇ「ＪＧ」 ７５ｍｇ１錠 日本ジェネリック 22.20

3999ｉ エパルレスタット
商品名 規格単位 会社名 薬価

キネダック錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 小野 87.30
後 エパルレスタット錠５０ｍｇ「武田テバ」 ５０ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田＝科研
36.60

3999ｉ ラロキシフェン塩酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

エビスタ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 リリー 98.70
後 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「あゆみ」 ６０ｍｇ１錠 シオノ＝あゆみ製薬 44.10

4223 カペシタビン
商品名 規格単位 会社名 薬価

ゼローダ錠３００ ３００ｍｇ１錠 中外 358.00
後 カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」 ３００ｍｇ１錠 沢井 136.20

4291 ゲフィチニブ
商品名 規格単位 会社名 薬価

イレッサ錠２５０ ２５０ｍｇ１錠 アストラゼネカ 5,323.90
後 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２５０ｍｇ１錠 第一三共エスファ 2,662.00

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】①手術不能又は再発乳癌。②結腸・直腸癌。③胃癌。【用法】①Ａ法又はＢ法。②〔結腸・直腸癌の補助化学療法〕Ｂ法。〔治癒切除不能な進
行・再発の結腸・直腸癌〕他の抗悪性腫瘍剤との併用でＣ法。〔直腸癌における補助化学療法（放射線照射併用）〕Ｄ法。③白金製剤との併用でＣ

法。＜Ａ法＞体表面積１．３１ｍ
２
未満１回９００ｍｇ，１．３１～１．６４ｍ

２
未満１回１，２００ｍｇ，１．６４ｍ

２
以上１回１，５００ｍｇ，朝夕食後３０分以内に

１日２回，２１日間連日。その後７日間休薬。＜Ｂ法＞体表面積１．３３ｍ
２
未満１回１，５００ｍｇ，１．３３～１．５７ｍ

２
未満１，８００ｍｇ，１．５７～１．８１

ｍ
２
未満２，１００ｍｇ，１．８１ｍ

２
以上２，４００ｍｇ，朝夕食後３０分以内に１日２回，１４日間連日。その後７日間休薬。＜Ｃ法＞体表面積１．３６ｍ

２
未

満１回１，２００ｍｇ，１．３６～１．６６ｍ
２
未満１，５００ｍｇ，１．６６～１．９６ｍ

２
未満１，８００ｍｇ，１．９６ｍ

２
以上２，１００ｍｇ，朝夕食後３０分以内に１日

２回，１４日間連日。その後７日間休薬。＜Ｄ法＞体表面積１．３１ｍ
２
未満１回９００ｍｇ，１．３１～１．６４ｍ

２
未満１回１，２００ｍｇ，１．６４ｍ

２
以上１回

１，５００ｍｇ，朝夕食後３０分以内に１日２回，５日間連日。その後２日間休薬。以上各々１コースとして繰り返す。

備考

先発・代表薬
H30.12.14収載
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】糖尿病の食後過血糖の改善（食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合，又は食事療法・運動療法に加えてＳＵ
剤，ビグアナイド系薬剤もしくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る）。【用法】１回５０ｍｇ，１日３回毎食直前。
効果不十分時は１回７５ｍｇまで増量可。

先発・代表薬
H30.12.14収載

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】閉経後骨粗鬆症。【用法】１日１回６０ｍｇ。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】次の症状（糖化ヘモグロビンが高値を示す場合）の改善／糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚症状（しびれ感，疼痛），振動覚異常，心拍変動
異常。【用法】１回５０ｍｇ，１日３回毎食前。

【適応】①糖尿病の食後過血糖の改善（食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合，又は食事療法・運動療法に加えて経
口血糖降下剤もしくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る）。②耐糖能異常における２型糖尿病の発症抑制
（食事療法・運動療法を十分に行っても改善されない場合に限る）。⇒（②は０．２ｍｇ製剤のみ）【用法】①１回０．２ｍｇ，１日３回毎食直前。効果不十
分時は１回０．３ｍｇまで増量可。②１回０．２ｍｇ，１日３回毎食直前。

H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】鉄欠乏性貧血。【用法】１日１００～２００ｍｇ，分１～２。

先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載

先発・代表薬

【適応】ＥＧＦＲ遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌。【用法】１日１回２５０ｍｇ。

備考
先発・代表薬

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★



内用薬　9/10

4413 メキタジン
商品名 規格単位 会社名 薬価

ゼスラン錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 旭化成ファーマ 8.20
ニポラジン錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ 8.20

後 メキタジン錠３ｍｇ「わかもと」 ３ｍｇ１錠 ダイト＝わかもと 5.60

4419ｉ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価 ①

ポララミン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 高田 5.60 ○
後 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２ｍｇ

「武田テバ」
２ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武

田
5.60 ○

後 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠
６ｍｇ「武田テバ」

６ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武
田

5.60 △

4490 オロパタジン塩酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

アレロック顆粒０．５％ ０．５％１ｇ 協和発酵キリン 61.10
後 オロパタジン塩酸塩ドライシロップ１％「日

本臓器」
１％１ｇ 日本臓器 69.00

4490 フェキソフェナジン塩酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

アレグラドライシロップ５％ ５％１ｇ サノフィ 113.40
後 フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ５％「トーワ」 ５％１ｇ 東和薬品 49.20

4490 ペミロラストカリウム
商品名 規格単位 会社名 薬価

アレギサール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ニプロＥＳ 43.00
ペミラストン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ 25.70

後 ペミロラストＫ錠５ｍｇ「武田テバ」 ５ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武
田

17.20

アレギサール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ニプロＥＳ 73.60
ペミラストン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ 47.00

後 ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「武田テバ」 １０ｍｇ１錠 武田テバファーマ＝武
田

34.80

4490 ラマトロバン
商品名 規格単位 会社名 薬価

バイナス錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 バイエル 84.20
後 ラマトロバン錠５０ｍｇ「ＫＯ」 ５０ｍｇ１錠 寿 42.10

バイナス錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 バイエル 107.10
後 ラマトロバン錠７５ｍｇ「ＫＯ」 ７５ｍｇ１錠 寿 53.60

備考

先発・代表薬
H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】①気管支喘息。②アレルギー性鼻炎。【用法】①成人・１１歳以上の小児１回１０ｍｇ，１日２回朝・夕食後（又は就寝前）。５～１１歳未満は１回
５ｍｇ，１日２回。②１回５ｍｇ，１日２回朝・夕食後（又は就寝前）。

備考
先発・代表薬
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】①気管支喘息。②アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）。【用法】①１回６ｍｇ，１日２回。②１回３
ｍｇ，１日２回。

先発・代表薬

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一剤形なし

【適応】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症，アトピー性皮膚炎）に伴うそう痒。【用法】成人・１２歳以上の小児１回６０
ｍｇ（ＤＳ：１．２ｇ），７～１２歳未満の小児１回３０ｍｇ（同０．６ｇ），２～７歳未満１回３０ｍｇ（同０．６ｇ），６ヶ月～２歳未満１回１５ｍｇ（同０．３ｇ），１日２
回。

【適応】①蕁麻疹，※血管運動性浮腫，枯草熱，皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹，皮膚炎，皮膚そう痒症，※薬疹），アレルギー性鼻炎，血管運動性鼻
炎，感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽。⇒（徐放錠は※を除く）【用法】①〔錠〕１回２ｍｇ，１日１～４回。〔徐放錠〕１回６ｍｇ，１日２回。 ※△
は適応・用法が一部異なることを示す。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載／先発・代表
薬に同一規格なし

先発・代表薬

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】〔成人〕アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎，痒疹，皮膚そう痒症，尋常性乾癬，多形滲出性紅斑）。〔小児〕アレ
ルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）に伴うそう痒。【用法】〔成人〕１回５ｍｇ（顆粒：１ｇ，ＤＳ：０．５ｇ），１日２回朝・就寝
前。〔小児〕２～７歳未満１回２．５ｍｇ（顆粒：０．５ｇ，ＤＳ：０．２５ｇ），７歳以上１回５ｍｇ，１日２回朝・就寝前。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】アレルギー性鼻炎。【用法】１回７５ｍｇ，１日２回朝食後及び夕食後（又は就寝前）。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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6149ｉ クラリスロマイシン
商品名 規格単位 会社名 薬価 ① ② ③ ④ 備考

クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 ５０ｍｇ１錠 マイランＥＰＤ 47.00 ○※ ○ ― ― 先発・代
表薬

クラリス錠５０小児用 ５０ｍｇ１錠 大正製薬＝大正富山 44.40 ○※ ○ ― ― 先発・代
表薬

後 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「科研」 ５０ｍｇ１錠 シオノ＝科研 24.80 ○※ ○ ― ― H30.12.1
4収載

クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用 １００ｍｇ１ｇ マイランＥＰＤ 75.80 ○※ ○ ― ― 先発・代
表薬

クラリスドライシロップ１０％小児用 １００ｍｇ１ｇ 大正製薬＝大正富山 73.70 ○※ ○ ― ― 先発・代
表薬

後 クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「科研」 １００ｍｇ１ｇ シオノ＝科研 45.30 ○※ ○ ― ― H30.12.1
4収載

クラリシッド錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 マイランＥＰＤ 69.40 ○※※ ― ○ ○ 先発・代
表薬

クラリス錠２００ ２００ｍｇ１錠 大正製薬＝大正富山 67.90 ○※※ ― ○ ○ 先発・代
表薬

後 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「科研」 ２００ｍｇ１錠 シオノ＝科研 36.60 ○※※ ― ○ ○ H30.12.1
4収載

後 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「フェルゼン」 ２００ｍｇ１錠 フェルゼン 28.10 ○※※ ― ○ ○ H30.12.1
4収載

7990Ｊ ナトリウム・カリウム配合剤
商品名 規格単位 会社名 薬価 ① ② ③

ニフレック配合内用剤 １袋 ＥＡファーマ 1,001.50 ○ ○ ○
後 ニフプラス配合内用剤 １袋 大原＝旭化成ファーマ 566.80 ○ ○ ― H30.12.14収載

以　　　上

【適応】①大腸内視鏡検査における腸管内容物の排除。②大腸手術時の前処置における腸管内容物の排除。③バリウム注腸Ｘ線造影検査における
腸管内容物の排除。⇒（③はニフレックのみ）【用法】１袋を水に溶解，約２Ｌの溶解液とし，１回溶解液として２～４Ｌ，約１Ｌ／時で投与。最大投与量
は４Ｌ。①検査当日に投与する場合，当日の朝食は絶食，検査開始予定時間の約４時間前より投与開始。検査前日に投与する場合，前日の夕食後
は絶食，夕食後約１時間以上経過した後，投与開始。②手術前日の昼食後は絶食，昼食後約３時間以上経過後投与開始。③当日の朝は絶食，検
査開始予定時間の約６時間前より投与開始。開始時にモサプリドクエン酸塩２０ｍｇを溶解液（約１８０ｍＬ）で投与。投与終了後，モサプリドクエン酸
塩２０ｍｇを少量の水で投与。

【適応】①＜適応菌種＞本剤感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，インフルエンザ菌，レジオネラ
属，カンピロバクター属，クラミジア属，マイコプラズマ属。〔５０ｍｇ錠・ＤＳのみ〕百日咳菌。〔２００ｍｇ錠のみ〕ペプトストレプトコッカス属。＜適応症＞
表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気
管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染，感染性腸炎，中耳炎，副鼻腔炎。⇒〔５０ｍｇ錠・ＤＳのみ〕猩紅熱，百日咳。⇒〔２００ｍｇ錠の
み〕肛門周囲膿瘍，尿道炎，子宮頸管炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎。②＜適応菌種＞本剤感性のマイコバクテリウム・アビウムコンプレックス
（ＭＡＣ）。＜適応症＞後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（ＭＡＣ）症。③＜適応菌種＞本剤感
性のマイコバクテリウム属。＜適応症＞マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（ＭＡＣ）症を含む非結核性抗酸菌症。④＜適応菌種＞本剤感性
のヘリコバクター・ピロリ。＜適応症＞胃潰瘍・十二指腸潰瘍，胃ＭＡＬＴリンパ腫，特発性血小板減少性紫斑病，早期胃癌に対する内視鏡的治療後
胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎。⇒（②は５０ｍｇ錠・ＤＳのみ，③④は２００ｍｇ錠のみ）【用法】①〔５０ｍｇ
錠・ＤＳ〕小児１日１０～１５ｍｇ（ＤＳ：０．１～０．１５ｇ）／ｋｇ，分２～３。レジオネラ肺炎は１日１５ｍｇ（同０．１５ｇ）／ｋｇ，分２～３。〔２００ｍｇ錠〕１日４０
０ｍｇ，分２。②小児１日１５ｍｇ／ｋｇ，分２。③１日８００ｍｇ，分２。④１回２００ｍｇ，アモキシシリン水和物１回７５０ｍｇ，プロトンポンプインヒビターの
３剤を同時に１日２回，７日間。クラリスロマイシンは１回４００ｍｇ，１日２回まで増量可。　※○※，○※※は適応・用法が異なることを示す。

備考
先発・代表薬

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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1311 トロピカミド
商品名 規格単位 会社名 薬価

ミドリンＭ点眼液０．４％ ０．４％１ｍＬ 参天 20.70
後 トロピカミド点眼液０．４％「日点」 ０．４％１ｍＬ 日本点眼薬 17.40

1315 フルオロメトロン
商品名 規格単位 会社名 薬価

フルメトロン点眼液０．０２％ ０．０２％１ｍＬ 参天 36.90

後 フルオロメトロン点眼液０．０２％「日点」 ０．０２％１ｍＬ 日本点眼薬 17.60

後 フルオロメトロン点眼液０．０５％「日点」 ０．０５％１ｍＬ 日本点眼薬 19.50

フルメトロン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 参天 49.50
後 フルオロメトロン点眼液０．１％「日点」 ０．１％１ｍＬ 日本点眼薬 19.80

1317 ゲンタマイシン硫酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

後 ゲンタマイシン点眼液０．３％「日点」 ３ｍｇ１ｍＬ 日本点眼薬 17.60

1319ｉ クロモグリク酸ナトリウム
商品名 規格単位 会社名 薬価

インタール点眼液２％ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 サノフィ 604.80
後 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「科研」 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 科研 359.00

1319ｉ コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
商品名 規格単位 会社名 薬価

後 コンドロイチン点眼液１％「日点」 １％５ｍＬ１瓶 日本点眼薬 84.80

後 コンドロイチン点眼液３％「日点」 ３％５ｍＬ１瓶 日本点眼薬 87.20

1319ｉ シアノコバラミン
商品名 規格単位 会社名 薬価

サンコバ点眼液０．０２％ ０．０２％５ｍＬ１瓶 参天 87.20
後 シアノコバラミン点眼液０．０２％「日点」 ０．０２％５ｍＬ１瓶 日本点眼薬 84.80

　背景■色が，先発・代表薬を指します（便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります）。
　成分内において，適応や用法に違いがあり，かつ簡便に記号で分類できる場合，薬価欄の右に対応する番号とともに表記
しました。記号は

また一覧は対象品目を抜粋したもので，必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに，作成時の情報から更新・変
更されている場合がありますので，処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

　商品名の左に「後」とあるものが，診療報酬上の後発医薬品です。

○：適応ないし用法あり
△：適応ないし用法を持つが，一部に違いあり
－：適応・用法なし

を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので，各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】角膜表層の保護。【用法】１回１～２滴，１日２～４回。

薬効・薬価リスト平成30年版　追補情報（平成30年12月）

ＩＩ．ジェネリック（後発医薬品）とそれに対応する先発・代表薬一覧表（外用薬）

　平成30年12月13日告示（14日適用）品目における診療報酬上の後発医薬品と，それに対応する先発・代表薬をまとめてい
ます（平成31年1月7日現在，入手できた情報による）。

　薬効分類・成分名別に掲載しています。

H30.12.14収載／〃

【適応】〔０．０２％〕外眼部の炎症性疾患（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，上強膜炎等）。〔０．０５％〕外眼部・前眼部の炎症性疾患の対症療法
（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，上強膜炎，前眼部ブドウ膜炎，術後炎症）。〔０．１％〕外眼部・前眼部の炎症性疾患（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，
強膜炎，上強膜炎，虹彩炎，虹彩毛様体炎，ブドウ膜炎，術後炎症等）。【用法】〔０．０２％・０．１％〕１回１～２滴，１日２～４回。〔０．０５％〕１回１～２
滴，１日３～５回。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】診断又は治療を目的とする散瞳と調節麻痺。【用法】〔散瞳〕１日１回１～２滴。〔調節麻痺〕１回１滴，３～５分おきに２～３回。

H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一規格なし

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】春季カタル，アレルギー性結膜炎。【用法】１回１～２滴，１日４回（朝昼夕及び就寝前）。

備考
H30.12.14収載／非後発または価
格差のある代表薬なし

【適応】＜適応菌種＞ゲンタマイシン感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，インフルエンザ菌，ヘモフィルス・エジプチウス（コッホ・ウィーク
ス菌），緑膿菌。＜適応症＞眼瞼炎，涙のう炎，麦粒腫，結膜炎，角膜炎。【用法】１回１～２滴，１日３～４回。

先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】調節性眼精疲労における微動調節の改善。【用法】１回１～２滴，１日３～５回。

備考
H30.12.14収載／非後発または価
格差のある代表薬なし

備考

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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1319ｉ 精製ヒアルロン酸ナトリウム
商品名 規格単位 会社名 薬価

ヒアレイン点眼液０．３％ ０．３％５ｍＬ１瓶 参天 525.20
後 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％

「ニッテン」
０．３％５ｍＬ１瓶 ニッテン＝日本点眼薬 200.30

後 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「日
点」

０．３％５ｍＬ１瓶 日本点眼薬 200.30

1319ｉ ビマトプロスト
商品名 規格単位 会社名 薬価

ルミガン点眼液０．０３％ ０．０３％１ｍＬ 千寿＝武田 910.00
後 ビマトプロスト点眼液０．０３％「ＳＥＣ」 ０．０３％１ｍＬ 参天アイケア＝参天 390.70
後 ビマトプロスト点眼液０．０３％「ＴＳ」 ０．０３％１ｍＬ テイカ製薬＝日本点眼

薬
390.70

後 ビマトプロスト点眼液０．０３％「日新」 ０．０３％１ｍＬ 日新製薬＝日本ジェネ
リック

390.70

後 ビマトプロスト点眼液０．０３％「ニットー」 ０．０３％１ｍＬ 東亜薬品＝日東メ
ディック

390.70

後 ビマトプロスト点眼液０．０３％「わかもと」 ０．０３％１ｍＬ わかもと 390.70

1319Ｊ
商品名 規格単位 会社名 薬価

コソプト配合点眼液 １ｍＬ 参天 569.20
後 ドルモロール配合点眼液「日点」 １ｍＬ 日本点眼薬＝日本ジェ

ネリック
284.60

1319Ｊ ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

ザラカム配合点眼液 １ｍＬ ファイザー 1,062.80
後 ラタチモ配合点眼液「ＴＳ」 １ｍＬ テイカ製薬 513.90

1329ｉ クロモグリク酸ナトリウム
商品名 規格単位 会社名 薬価

インタール点鼻液２％ １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

サノフィ 722.80

後 クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「科研」 １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

科研 472.20

1329ｉ フルチカゾンプロピオン酸エステル
商品名 規格単位 会社名 薬価

フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 ＧＳＫ 655.40
後 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「武田テバ」２８

噴霧用
２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 武田テバ薬品＝武田テ

バファーマ＝武田
417.50

フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ＧＳＫ 1,260.90
後 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「武田テバ」５６

噴霧用
４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 武田テバ薬品＝武田テ

バファーマ＝武田
769.20

2499ｉ ブセレリン酢酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

スプレキュア点鼻液０．１５％ １５．７５ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

サノフィ＝持田 8,588.20

後 ブセレリン点鼻液０．１５％「ＩＬＳ」 １５．７５ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

ＩＬＳ＝日医工＝日本
ジェネリック

5,521.20

【適応】緑内障，高眼圧症。【用法】１日１回１滴。

先発・代表薬

H30.12.14収載

H30.12.14収載

H30.12.14収載

【適応】次の疾患で，他の緑内障治療薬が効果不十分な場合／緑内障，高眼圧症。【用法】１回１滴，１日２回。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載
【適応】緑内障，高眼圧症。【用法】１日１回１滴。

備考
ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載

【適応】次の疾患に伴う角結膜上皮障害／シェーグレン症候群，スティーブンス・ジョンソン症候群，眼球乾燥症候群（ドライアイ）等の内因性疾患，術
後・薬剤性・外傷・コンタクトレンズ装用等による外因性疾患。【用法】１回１滴，１日５～６回。通常０．１％製剤投与，効果不十分時，０．３％製剤。

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載

H30.12.14収載

先発・代表薬

H30.12.14収載

【適応】①子宮内膜症，子宮筋腫の縮小・子宮筋腫に基づく次の症状の改善／過多月経，下腹痛，腰痛，貧血。②中枢性思春期早発症。【用法】①
左右の鼻腔内に１回３００μｇ（１噴霧）ずつ，１日３回，月経周期１～２日目より投与。②左右の鼻腔内に１回３００μｇ（１噴霧）ずつ，１日３～６回。効
果不十分時は皮下注に変更。

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載

【適応】アレルギー性鼻炎。【用法】１回各鼻腔に２．６ｍｇ（１噴霧ずつ），１日６回（起床時，日中約３時間ごとに４回，就寝前）。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】アレルギー性鼻炎，血管運動性鼻炎。【用法】１回各鼻腔に５０μｇ（１噴霧），１日２回。

備考

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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2529ｉ クロトリマゾール
商品名 規格単位 会社名 薬価

エンペシド腟錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 バイエル 58.50
後 クロトリマゾール腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 １００ｍｇ１錠 富士製薬 29.80

2649ｉ ケトプロフェン
商品名 規格単位 会社名 薬価

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

久光＝祐徳 37.10

後 ケトプロフェンパップＸＲ１２０ｍｇ「テイコク」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

帝國製薬 16.90

2699Ｊ 精製白糖・ポビドンヨード
商品名 規格単位 会社名 薬価

ソアナース軟膏 １ｇ テイカ製薬＝ポーラファ
ルマ

27.50

ユーパスタコーワ軟膏 １ｇ 興和＝興和創薬 27.50
後 ネオヨジンシュガーパスタ軟膏 １ｇ 岩城 11.00

以　　　上

【適応】カンジダに起因する腟炎，外陰腟炎。【用法】１日１回１錠，就寝前腟深部挿入。６日間継続使用。必要に応じ使用期間延長。

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

先発・代表薬

先発・代表薬
H30.12.14収載

【適応】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，下腿潰瘍）。【用法】１日１～２回，貼付，塗布。

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載

【適応】次の疾患並びに症状の鎮痛・消炎／腰痛症（筋・筋膜性腰痛症，変形性脊椎症，椎間板症，腰椎捻挫），変形性関節症，肩関節周囲炎，腱・
腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛。関節リウマチにおける関節局所の鎮痛。【用法】１日１回，貼付。

備考

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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1129ｉ デクスメデトミジン塩酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価 ① ②

プレセデックス静注液２００μｇ「マルイシ」 ２００μｇ２ｍＬ１瓶 丸石 5,098.00 ○ ○
プレセデックス静注液２００μｇ「ファイ
ザー」

２００μｇ２ｍＬ１瓶 ファイザー 4,897.00 ○ ○

後 デクスメデトミジン静注液２００μｇ「サンド」 ２００μｇ２ｍＬ１瓶 サンド 1,908.00 ― ○
後 デクスメデトミジン静注液２００μｇ「ニプロ」 ２００μｇ２ｍＬ１瓶 ニプロ 1,908.00 ― ○

プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシ
リンジ「マルイシ」

２００μｇ５０ｍＬ１筒 丸石 5,413.00 ○ ○

プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシ
リンジ「ファイザー」

２００μｇ５０ｍＬ１筒 ファイザー 5,212.00 ○ ○

後 デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍ
Ｌシリンジ「ニプロ」

２００μｇ５０ｍＬ１筒 ニプロ 2,223.00 ― ○

1143 サリチル酸ナトリウム
商品名 規格単位 会社名 薬価

後 サリチル酸Ｎａ静注０．２５ｇ「フソー」 ５％５ｍＬ１管 扶桑 56.00

後 サリチル酸Ｎａ静注０．５ｇ「イセイ」 ５％１０ｍＬ１管 コーアイセイ 58.00
後 サリチル酸Ｎａ静注０．５ｇ「フソー」 ５％１０ｍＬ１管 扶桑 58.00

1214 リドカイン
商品名 規格単位 会社名 薬価 ①

静注用キシロカイン２％ ２％５ｍＬ１管 アスペン 92.00 ○※

後 リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 １％２００ｍＬ１袋 高田 494.00 ○※※

　商品名の左に「後」とあるものが，診療報酬上の後発医薬品です。

△：適応ないし用法を持つが，一部に違いあり
－：適応・用法なし

を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので，各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。
また一覧は対象品目を抜粋したもので，必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに，作成時の情報から更新・変
更されている場合がありますので，処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

薬効・薬価リスト平成30年版　追補情報（平成30年12月）

ＩＩＩ．ジェネリック（後発医薬品）とそれに対応する先発・代表薬一覧表（注射薬）

　平成30年12月13日告示（14日適用）品目における診療報酬上の後発医薬品と，それに対応する先発・代表薬をまとめてい
ます（平成31年1月7日現在，入手できた情報による）。

　薬効分類・成分名別に掲載しています。

　背景■色が，先発・代表薬を指します（便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります）。
　成分内において，適応や用法に違いがあり，かつ簡便に記号で分類できる場合，薬価欄の右に対応する番号とともに表記
しました。記号は

○：適応ないし用法あり

H30.12.14収載／先発・代表
薬に同一剤形・規格なし

【適応】①期外収縮（心室性・上室性），発作性頻拍（心室性・上室性），急性心筋梗塞時及び手術に伴う心室性不整脈の予防。【用法】①リドカイン塩
酸塩として〔静注用キシロカイン２％〕静脈内１回投与は１回５０～１００ｍｇ（１～２ｍｇ／ｋｇ，２％注射液：２．５～５ｍＬ），１～２分間で緩徐に静注。効
果不十分時は５分後同量投与。効果持続には１０～２０分間隔で同量追加投与可，１時間内の基準最高量３００ｍｇ。〔リドカイン点滴静注液１％「タカ
タ」〕静脈内１回投与が有効で，効果持続を期待する場合に心電図の連続監視下で行う。１～２ｍｇ／分で静注。投与速度は４ｍｇ／分まで。※○※，
○※※は用法が異なることを示す。

【適応】①集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静。②局所麻酔下における非挿管での手術及び処置時の鎮静。⇒（①はプレセデックスの
み）【用法】①デクスメデトミジンとして〔成人〕６μｇ／ｋｇ／時で１０分間持続静注（初期負荷投与）。維持量０．２～０．７μｇ／ｋｇ／時の範囲で持続注
入（維持投与）。維持投与から開始も可。〔小児〕０．２μｇ／ｋｇ／時で持続静注し，患者の状態に合わせて，至適鎮静レベルが得られるよう，６歳以
上の小児は０．２～１．０μｇ／ｋｇ／時，修正在胎４５週～６歳未満の小児は０．２～１．４μｇ／ｋｇ／時の範囲で持続注入。②デクスメデトミジンとし
て成人６μｇ／ｋｇ／時で１０分間持続静注（初期負荷投与）。維持量０．２～０．７μｇ／ｋｇ／時の範囲で持続注入（維持投与）。

備考

備考
H30.12.14収載／非後発または価
格差のある代表薬なし

H30.12.14収載／〃
【適応】症候性神経痛。【用法】１回０．５～１ｇ（１０～２０ｍＬ），１日１～数回静注。

先発・代表薬

H30.12.14収載

先発・代表薬

H30.12.14収載
先発・代表薬

先発・代表薬

H30.12.14収載

H30.12.14収載／〃

備考
先発・代表薬

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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2171 ニトログリセリン
商品名 規格単位 会社名 薬価

ミリスロール注１ｍｇ／２ｍＬ １ｍｇ２ｍＬ１管 日本化薬 124.00
後 ニトログリセリン静注１ｍｇ／２ｍＬ「ＴＥ」 １ｍｇ２ｍＬ１管 トーアエイヨー＝アステ

ラス
90.00

ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ ５ｍｇ１０ｍＬ１管 日本化薬 427.00
後 ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＴＥ」 ５ｍｇ１０ｍＬ１管 トーアエイヨー＝アステ

ラス
291.00

後 ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／５０ｍＬ
「ＴＥ」

２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 トーアエイヨー＝アステ
ラス

1,211.00

ミリスロール注５０ｍｇ／１００ｍＬ ５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 日本化薬 2,745.00
後 ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ／１００ｍ

Ｌ「ＴＥ」
５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 トーアエイヨー＝アステ

ラス
2,035.00

3321
商品名 規格単位 会社名 薬価

アドナ注（静脈用）２５ｍｇ ０．５％５ｍＬ１管 ニプロＥＳ 58.00
後 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注２５ｍｇ

「フソー」
０．５％５ｍＬ１管 扶桑 56.00

アドナ注（静脈用）５０ｍｇ ０．５％１０ｍＬ１管 ニプロＥＳ 58.00
後 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注５０ｍｇ

「フソー」
０．５％１０ｍＬ１管 扶桑 56.00

アドナ注（静脈用）１００ｍｇ ０．５％２０ｍＬ１管 ニプロＥＳ 96.00
後 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注１００ｍ

ｇ「フソー」
０．５％２０ｍＬ１管 扶桑 56.00

3999ｉ 精製ヒアルロン酸ナトリウム
商品名 規格単位 会社名 薬価

アルツ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１管 生化学＝科研 833.00
後 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇ「明治」 １％２．５ｍＬ１管 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 311.00

3999ｉ チオクト酸
商品名 規格単位 会社名 薬価 ①

チオクト酸注２５ｍｇ「日新」 ０．５％５ｍＬ１管 日新製薬 56.00 ○
後 チオクト酸静注２５ｍｇ「ＫＮ」 ０．５％５ｍＬ１管 小林化工 56.00 △

3999ｉ ナファモスタットメシル酸塩
商品名 規格単位 会社名 薬価

注射用フサン１０ １０ｍｇ１瓶 鳥居 606.00
後 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ

「旭化成」
１０ｍｇ１瓶 旭化成ファーマ 236.00

後 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ
「旭化成」

１００ｍｇ１瓶 旭化成ファーマ 931.00

H30.12.14収載
【適応】変形性膝関節症，肩関節周囲炎。次の基準を全て満たす関節リウマチにおける膝関節痛／抗リウマチ薬等による治療で全身の病勢がコント
ロールできていても膝関節痛のある場合，全身の炎症症状がＣＲＰ値として１０ｍｇ／ｄＬ以下の場合，膝関節の症状が軽症～中等症の場合，膝関節
のＬａｒｓｅｎ Ｘ線分類がＧｒａｄｅＩ～ＩＩＩの場合。【用法】１回２５ｍｇ（２．５ｍＬ），１週間ごとに連続５回膝関節腔内又は肩関節（肩関節腔，肩峰下滑液包
又は上腕二頭筋長頭腱腱鞘）内投与。

備考

先発・代表薬

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

備考
先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一規格なし

H30.12.14収載

先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載

H30.12.14収載

先発・代表薬

【適応】①膵炎の急性症状（急性膵炎，慢性膵炎の急性増悪，術後の急性膵炎，膵管造影後の急性膵炎，外傷性膵炎）の改善。②汎発性血管内血
液凝固症（ＤＩＣ）。③出血性病変又は出血傾向を有する患者の血液体外循環時の灌流血液の凝固防止（血液透析及びプラスマフェレーシス）。【用
法】①１回１０ｍｇ，約２時間かけて１日１～２回点滴静注。②１日量を０．０６～０．２ｍｇ／ｋｇ／時で２４時間かけて持続静注。③体外循環開始に先だ
ち２０ｍｇを生理食塩液５００ｍＬに溶解した液で血液回路内の洗浄・充てんを行う。体外循環開始後は２０～５０ｍｇ／時，持続注入。

【適応】①チオクト酸の需要が増大した際の補給（激しい肉体労働時），Ｌｅｉｇｈ症候群（亜急性壊死性脳脊髄炎），中毒性（ストレプトマイシン，カナマ
イシンによる）及び騒音性（職業性）の内耳性難聴。【用法】①１日１回１０～２５ｍｇ，静注，筋注又は皮下注（チオクト酸静注２５ｍｇ「ＫＮ」は静注の
み）。　※△は用法が一部異なることを示す。

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載

【適応】①手術時の低血圧維持。②手術時の異常高血圧の救急処置。③急性心不全（慢性心不全の急性増悪期を含む）。④不安定狭心症。【用法】
０．００５～０．０５％（５０～５００μｇ／ｍＬ）溶液を点滴静注。①１～５μｇ／ｋｇ／分で開始，以後，点滴速度調節。②０．５～５μｇ／ｋｇ／分で開始，
以後，点滴速度を調節。③０．０５～０．１μｇ／ｋｇ／分で開始，５～１５分ごとに０．１～０．２μｇ／ｋｇ／分ずつ増量し，最適点滴速度で維持。④０．１
～０．２μｇ／ｋｇ／分で開始，約５分ごとに０．１～０．２μｇ／ｋｇ／分ずつ増量し，１～２μｇ／ｋｇ／分で維持。効果不十分時は，２０～４０μｇ／ｋｇの
静注を１時間ごとに併用。静注は１～３分かけて緩徐に投与。

先発・代表薬
H30.12.14収載

H30.12.14収載

【適応】毛細血管抵抗性の減弱及び透過性の亢進によると考えられる出血傾向（紫斑病等）。毛細血管抵抗性の減弱による皮膚・粘膜・内膜からの
出血，眼底出血・腎出血・子宮出血。毛細血管抵抗性の減弱による手術中・術後の異常出血。【用法】１日２５～１００ｍｇ，静注又は点滴静注。

備考
先発・代表薬

備考

先発・代表薬

H30.12.14収載／先発・代表薬に同
一規格なし
先発・代表薬

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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6179ｉ ボリコナゾール
商品名 規格単位 会社名 薬価 ① ②

ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ２００ｍｇ１瓶 ファイザー 11,375.00 ○ ○
後 ボリコナゾール点滴静注用２００ｍｇ「ＹＤ」 ２００ｍｇ１瓶 ケミックス＝陽進堂 4,679.00 △ ―

6249ｉ リネゾリド
商品名 規格単位 会社名 薬価 ① ②

ザイボックス注射液６００ｍｇ ６００ｍｇ３００ｍＬ１
袋

ファイザー 14,042.00 ○ ○

後 リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「ＫＣＣ」 ６００ｍｇ３００ｍＬ１
袋

共和クリティケア 8,462.00 ― ○

後 リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「日医工」 ６００ｍｇ３００ｍＬ１
袋

共和薬品＝日医工 8,462.00 ― ○

【適応】①＜適応菌種＞本剤感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）。＜適応症＞敗血症，深在性皮膚感染症，慢性膿皮症，外傷・熱傷及
び手術創等の二次感染，肺炎。②＜適応菌種＞バンコマイシン耐性エンテロコッカス・フェシウム。＜適応症＞各種感染症。⇒（①はザイボックスの
み）【用法】①②〔成人・１２歳以上の小児〕１日１２００ｍｇ，２回分割（１回６００ｍｇを１２時間ごと），３０分～２時間かけて点滴静注。〔１２歳未満の小
児〕１回１０ｍｇ／ｋｇ，８時間ごと，３０分～２時間かけて点滴静注。１回６００ｍｇまで。

【適応】①次の重症・難治性真菌感染症／侵襲性アスペルギルス症，肺アスペルギローマ，慢性壊死性肺アスペルギルス症，カンジダ血症，カンジ
ダ腹膜炎，気管支・肺カンジダ症，クリプトコックス髄膜炎，肺クリプトコックス症，フサリウム症，スケドスポリウム症。②造血幹細胞移植患者における
深在性真菌症の予防。（⇒②はブイフェンドのみ）【用法】（以下，小児用法はブイフェンドのみ）①②〔成人〕初日１回６ｍｇ／ｋｇ，２日目以降は１回３ｍ
ｇ／ｋｇ又は４ｍｇ／ｋｇ，１日２回点滴静注。〔小児〕２～１２歳未満・１２歳以上で体重５０ｋｇ未満は初日１回９ｍｇ／ｋｇ，２日目以降１回８ｍｇ／ｋｇ，１
日２回点滴静注。状態により又は効果不十分時，１ｍｇ／ｋｇずつ増量，忍容性が不十分の場合１ｍｇ／ｋｇずつ減量。１２歳以上で体重５０ｋｇ以上は
初日１回６ｍｇ／ｋｇ，２日目以降１回４ｍｇ／ｋｇ，１日２回点滴静注。　※△は小児用法がないことを示す。

以　　　上

備考
先発・代表薬

H30.12.14収載

H30.12.14収載

H30.12.14収載

備考
先発・代表薬

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★
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投与 商品名 規格単位 会社名 薬価
内 パキシルＣＲ錠６．２５ｍｇ ６．２５ｍｇ１錠 ＧＳＫ 48.00

注 ガンマガード静注用５ｇ ５ｇ９６ｍＬ１瓶（溶
解液付）

シャイアー 25,364.00

以　　　上

薬効・薬価リスト平成30年版　追補情報（平成30年12月）

備考

ＩＶ．ジェネリック（後発医薬品）以外の収載品目

　平成30年12月13日告示（14日適用）品目における，診療報酬上の後発医薬品以外の品目をまとめています（平成31年1月7
日現在，入手できた情報による）。


