
後発品への置換えが進まない先発品の薬価の引下げ（Z2）　対象品目リスト 別添１－１

No.
内注外
区分

品名 成分（剤形） 規格 会社名
引下げ率
（％）

1 内用薬 マイスリー錠５ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩（錠） ５ｍｇ１錠 アステラス製薬 1.75

2 内用薬 マイスリー錠１０ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩（錠） １０ｍｇ１錠 アステラス製薬 1.75

3 内用薬 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物
（錠）

０．１２５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー
インゲルハイム

2.00

4 内用薬 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物
（錠）

０．５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー
インゲルハイム

2.00

5 内用薬 デプロメール錠２５ フルボキサミンマレイン酸塩
（錠）

２５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

1.75

6 内用薬 ルボックス錠２５ フルボキサミンマレイン酸塩
（錠）

２５ｍｇ１錠 アッヴィ 1.75

7 内用薬 デプロメール錠５０ フルボキサミンマレイン酸塩
（錠）

５０ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

1.75

8 内用薬 ルボックス錠５０ フルボキサミンマレイン酸塩
（錠）

５０ｍｇ１錠 アッヴィ 1.75

9 内用薬 デプロメール錠７５ フルボキサミンマレイン酸塩
（錠）

７５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

1.75

10 内用薬 ルボックス錠７５ フルボキサミンマレイン酸塩
（錠）

７５ｍｇ１錠 アッヴィ 1.75

11 内用薬 パキシル錠１０ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物
（錠）

１０ｍｇ１錠 グラクソ・スミス
クライン

1.75

12 内用薬 パキシル錠２０ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物
（錠）

２０ｍｇ１錠 グラクソ・スミス
クライン

1.75

13 内用薬 パキシル錠５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物
（錠）

５ｍｇ１錠 グラクソ・スミス
クライン

1.75

14 内用薬 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物（徐
放錠）

１２．５ｍｇ１錠 グラクソ・スミス
クライン

1.75

15 内用薬 パキシルＣＲ錠２５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物（徐
放錠）

２５ｍｇ１錠 グラクソ・スミス
クライン

1.75

16 内用薬 パキシルＣＲ錠６．２５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物（徐
放錠）

６．２５ｍｇ１錠 グラクソ・スミス
クライン

1.75

17 内用薬 ルーラン錠４ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物
（錠）

４ｍｇ１錠 大日本住友製薬 1.75

18 内用薬 ルーラン錠８ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物
（錠）

８ｍｇ１錠 大日本住友製薬 1.75

19 内用薬 ルーラン錠１６ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物
（錠）

１６ｍｇ１錠 大日本住友製薬 1.75

20 内用薬 アリセプト錠３ｍｇ ドネペジル塩酸塩（錠） ３ｍｇ１錠 エーザイ 1.50

21 内用薬 アリセプト錠５ｍｇ ドネペジル塩酸塩（錠） ５ｍｇ１錠 エーザイ 1.50

22 内用薬 アリセプトＤ錠３ｍｇ ドネペジル塩酸塩（錠） ３ｍｇ１錠 エーザイ 1.50

23 内用薬 アリセプトＤ錠５ｍｇ ドネペジル塩酸塩（錠） ５ｍｇ１錠 エーザイ 1.50

24 内用薬 アリセプト錠１０ｍｇ ドネペジル塩酸塩（錠） １０ｍｇ１錠 エーザイ 1.50

25 内用薬 アリセプトＤ錠１０ｍｇ ドネペジル塩酸塩（錠） １０ｍｇ１錠 エーザイ 1.50

26 内用薬 アリセプト内服ゼリー３ｍｇ ドネペジル塩酸塩（ゼリー） ３ｍｇ１個 エーザイ 2.00

27 内用薬 アリセプト内服ゼリー５ｍｇ ドネペジル塩酸塩（ゼリー） ５ｍｇ１個 エーザイ 2.00

28 内用薬 アリセプト内服ゼリー１０ｍｇ ドネペジル塩酸塩（ゼリー） １０ｍｇ１個 エーザイ 2.00

29 内用薬 アリセプトドライシロップ１％ ドネペジル塩酸塩（シロップ
用）

１％１ｇ エーザイ 2.00

30 内用薬 ニューロタン錠２５ｍｇ ロサルタンカリウム（錠） ２５ｍｇ１錠 ＭＳＤ 1.50

31 内用薬 ニューロタン錠５０ｍｇ ロサルタンカリウム（錠） ５０ｍｇ１錠 ＭＳＤ 1.50

32 内用薬 ニューロタン錠１００ｍｇ ロサルタンカリウム（錠） １００ｍｇ１錠 ＭＳＤ 1.50

33 内用薬 カルブロック錠８ｍｇ アゼルニジピン（錠） ８ｍｇ１錠 第一三共 1.75

34 内用薬 カルブロック錠１６ｍｇ アゼルニジピン（錠） １６ｍｇ１錠 第一三共 1.75

35 内用薬 プレミネント配合錠ＨＤ ロサルタンカリウム・ヒドロク
ロロチアジド（錠）

１錠 ＭＳＤ 1.50

36 内用薬 イミグラン錠５０ スマトリプタンコハク酸塩
（錠）

５０ｍｇ１錠 グラクソ・スミス
クライン

1.50

37 内用薬 リバロ錠１ｍｇ ピタバスタチンカルシウム
（錠）

１ｍｇ１錠 興和 1.50

38 内用薬 リバロ錠２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム
（錠）

２ｍｇ１錠 興和 1.50

39 内用薬 リバロ錠４ｍｇ ピタバスタチンカルシウム
（錠）

４ｍｇ１錠 興和 1.50

40 内用薬 リバロＯＤ錠１ｍｇ ピタバスタチンカルシウム
（錠）

１ｍｇ１錠 興和 1.50

41 内用薬 リバロＯＤ錠２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム
（錠）

２ｍｇ１錠 興和 1.50

42 内用薬 リバロＯＤ錠４ｍｇ ピタバスタチンカルシウム
（錠）

４ｍｇ１錠 興和 1.50

43 内用薬 プロテカジン錠５ ラフチジン（錠） ５ｍｇ１錠 大鵬薬品工業 1.75

44 内用薬 プロテカジン錠１０ ラフチジン（錠） １０ｍｇ１錠 大鵬薬品工業 1.75

45 内用薬 プロテカジンＯＤ錠５ ラフチジン（錠） ５ｍｇ１錠 大鵬薬品工業 1.75

46 内用薬 プロテカジンＯＤ錠１０ ラフチジン（錠） １０ｍｇ１錠 大鵬薬品工業 1.75

47 内用薬 パリエット錠１０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム
（錠）

１０ｍｇ１錠 エーザイ 1.50
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48 内用薬 パリエット錠２０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム
（錠）

２０ｍｇ１錠 エーザイ 1.50

49 内用薬 パリエット錠５ｍｇ ラベプラゾールナトリウム
（錠）

５ｍｇ１錠 エーザイ 1.50

50 内用薬 ガスモチン散１％ モサプリドクエン酸塩水和物
（散）

１％１ｇ 大日本住友製薬 1.75

51 内用薬 ガスモチン錠５ｍｇ モサプリドクエン酸塩水和物
（錠）

５ｍｇ１錠 大日本住友製薬 1.50

52 内用薬 アマリール１ｍｇ錠 グリメピリド（錠） １ｍｇ１錠 サノフィ 1.50

53 内用薬 アマリール３ｍｇ錠 グリメピリド（錠） ３ｍｇ１錠 サノフィ 1.50

54 内用薬 アマリールＯＤ錠１ｍｇ グリメピリド（錠） １ｍｇ１錠 サノフィ 1.50

55 内用薬 アマリールＯＤ錠３ｍｇ グリメピリド（錠） ３ｍｇ１錠 サノフィ 1.50

56 内用薬 スターシス錠３０ｍｇ ナテグリニド（錠） ３０ｍｇ１錠 アステラス製薬 1.75

57 内用薬 ファスティック錠３０ ナテグリニド（錠） ３０ｍｇ１錠 ＥＡファーマ 1.75

58 内用薬 スターシス錠９０ｍｇ ナテグリニド（錠） ９０ｍｇ１錠 アステラス製薬 1.75

59 内用薬 ファスティック錠９０ ナテグリニド（錠） ９０ｍｇ１錠 ＥＡファーマ 1.75

60 内用薬 アクトス錠１５ ピオグリタゾン塩酸塩（錠） １５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 1.50

61 内用薬 アクトス錠３０ ピオグリタゾン塩酸塩（錠） ３０ｍｇ１錠 武田テバ薬品 1.50

62 内用薬 アクトスＯＤ錠１５ ピオグリタゾン塩酸塩（錠） １５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 1.50

63 内用薬 アクトスＯＤ錠３０ ピオグリタゾン塩酸塩（錠） ３０ｍｇ１錠 武田テバ薬品 1.50

64 内用薬 ブレディニン錠２５ ミゾリビン（錠） ２５ｍｇ１錠 旭化成ファーマ 2.00

65 内用薬 ブレディニン錠５０ ミゾリビン（錠） ５０ｍｇ１錠 旭化成ファーマ 2.00

66 内用薬 ブレディニンＯＤ錠２５ ミゾリビン（錠） ２５ｍｇ１錠 旭化成ファーマ 2.00

67 内用薬 ブレディニンＯＤ錠５０ ミゾリビン（錠） ５０ｍｇ１錠 旭化成ファーマ 2.00

68 内用薬 プログラフカプセル１ｍｇ タクロリムス水和物（カプセ
ル）

１ｍｇ１カプセル アステラス製薬 2.00

69 内用薬 プログラフカプセル０．５ｍｇ タクロリムス水和物（カプセ
ル）

０．５ｍｇ１カプセ
ル

アステラス製薬 2.00

70 内用薬 プログラフカプセル５ｍｇ タクロリムス水和物（カプセ
ル）

５ｍｇ１カプセル アステラス製薬 2.00

71 内用薬 セルセプトカプセル２５０ ミコフェノール酸　モフェチル
（カプセル）

２５０ｍｇ１カプセ
ル

中外製薬 2.00

72 内用薬 フォサマック錠３５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和
物（錠）

３５ｍｇ１錠 ＭＳＤ 1.75

73 内用薬 ボナロン錠３５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和
物（錠）

３５ｍｇ１錠 帝人ファーマ 1.75

74 内用薬 アクトネル錠２．５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物
（錠）

２．５ｍｇ１錠 ＥＡファーマ 1.75

75 内用薬 ベネット錠２．５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物
（錠）

２．５ｍｇ１錠 武田薬品工業 1.75

76 内用薬 アクトネル錠１７．５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物
（錠）

１７．５ｍｇ１錠 ＥＡファーマ 1.75

77 内用薬 ベネット錠１７．５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物
（錠）

１７．５ｍｇ１錠 武田薬品工業 1.75

78 内用薬 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ テガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合剤（錠）

２０ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

大鵬薬品工業 1.50

79 内用薬 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ テガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合剤（錠）

２５ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

大鵬薬品工業 1.50

80 内用薬 ティーエスワン配合カプセルＴ２０ テガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合剤（カプセ
ル）

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

大鵬薬品工業 1.50

81 内用薬 ティーエスワン配合カプセルＴ２５ テガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合剤（カプセ
ル）

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

大鵬薬品工業 1.50

82 内用薬 アリミデックス錠１ｍｇ アナストロゾール（錠） １ｍｇ１錠 アストラゼネカ 1.50

83 内用薬 アロマシン錠２５ｍｇ エキセメスタン（錠） ２５ｍｇ１錠 ファイザー 1.75

84 内用薬 アレジオンドライシロップ１％ エピナスチン塩酸塩（シロップ
用）

１％１ｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

1.75

85 内用薬 アレグラドライシロップ５％ フェキソフェナジン塩酸塩（シ
ロップ用）

５％１ｇ サノフィ 2.00

86 内用薬 アレロック顆粒０．５％ オロパタジン塩酸塩（顆粒） ０．５％１ｇ 協和キリン 2.00

87 内用薬 アレロック錠２．５ オロパタジン塩酸塩（錠） ２．５ｍｇ１錠 協和キリン 1.75

88 内用薬 アレロック錠５ オロパタジン塩酸塩（錠） ５ｍｇ１錠 協和キリン 1.75

89 内用薬 アレロックＯＤ錠２．５ オロパタジン塩酸塩（錠） ２．５ｍｇ１錠 協和キリン 1.75

90 内用薬 アレロックＯＤ錠５ オロパタジン塩酸塩（錠） ５ｍｇ１錠 協和キリン 1.75

91 内用薬 クラリチン錠１０ｍｇ ロラタジン（錠） １０ｍｇ１錠 バイエル薬品 1.50

92 内用薬 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ロラタジン（錠） １０ｍｇ１錠 バイエル薬品 1.50

93 内用薬 クラリチンドライシロップ１％ ロラタジン（シロップ用） １％１ｇ バイエル薬品 2.00

94 内用薬 ジスロマック細粒小児用１０％ アジスロマイシン水和物（細
粒）

１００ｍｇ１ｇ ファイザー 1.75

95 内用薬 ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン水和物（錠） ２５０ｍｇ１錠 ファイザー 1.75

96 内用薬 ジスロマックカプセル小児用１００
ｍｇ

アジスロマイシン水和物（カプ
セル）

１００ｍｇ１カプセ
ル

ファイザー 1.75
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97 内用薬 クラビット細粒１０％ レボフロキサシン水和物（細
粒）

１００ｍｇ１ｇ（レ
ボフロキサシンとし
て）

第一三共 1.75

98 内用薬 バルトレックス顆粒５０％ バラシクロビル塩酸塩（顆粒） ５０％１ｇ グラクソ・スミス
クライン

2.00

99 内用薬 レベトールカプセル２００ｍｇ リバビリン（カプセル） ２００ｍｇ１カプセ
ル

ＭＳＤ 2.00

100 内用薬 オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物（徐
放錠）

５ｍｇ１錠 シオノギファーマ 2.00

101 内用薬 オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物（徐
放錠）

１０ｍｇ１錠 シオノギファーマ 2.00

102 内用薬 オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物（徐
放錠）

２０ｍｇ１錠 シオノギファーマ 2.00

103 内用薬 オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物（徐
放錠）

４０ｍｇ１錠 シオノギファーマ 2.00

104 注射薬 ラジカット注３０ｍｇ エダラボン（注射液） ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

田辺三菱製薬 1.75

105 注射薬 ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ エダラボン（キット） ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

田辺三菱製薬 1.75

106 注射薬 静注用フローラン専用溶解液 エポプロステノールナトリウム
専用溶解液

５０ｍＬ１瓶 グラクソ・スミス
クライン

2.00

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

ＬＴＬファーマ 1.50

108 注射薬 レミケード点滴静注用１００ インフリキシマブ（遺伝子組換
え）（静注用）

１００ｍｇ１瓶 田辺三菱製薬 2.00

109 注射薬 リュープリン注射用キット１．８８
ｍｇ

リュープロレリン酢酸塩（キッ
ト）

１．８８ｍｇ１筒 武田薬品工業 1.75

110 注射薬 リュープリン注射用キット３．７５
ｍｇ

リュープロレリン酢酸塩（キッ
ト）

３．７５ｍｇ１筒 武田薬品工業 1.75

111 注射薬 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 バクスター 2.00

112 注射薬 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

バクスター 2.00

113 注射薬 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 バクスター 2.00

114 注射薬 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

バクスター 2.00

115 注射薬 注射用エラスポール１００ シベレスタットナトリウム水和
物（注射用）

１００ｍｇ１瓶 丸石製薬 1.75

116 注射薬 キロサイドＮ注４００ｍｇ シタラビン（注射液） ４００ｍｇ１管 日本新薬 1.75

117 注射薬 キロサイドＮ注１ｇ シタラビン（注射液） １ｇ１瓶 日本新薬 1.75

118 注射薬 アドリアシン注用１０ ドキソルビシン塩酸塩（注射
用）

１０ｍｇ１瓶 アスペンジャパン 1.50

119 注射薬 アドリアシン注用５０ ドキソルビシン塩酸塩（注射
用）

５０ｍｇ１瓶 アスペンジャパン 1.50

120 注射薬 エルプラット点滴静注液５０ｍｇ オキサリプラチン（注射液） ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

ヤクルト本社 1.75

121 注射薬 エルプラット点滴静注液１００ｍｇ オキサリプラチン（注射液） １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

ヤクルト本社 1.75

122 注射薬 エルプラット点滴静注液２００ｍｇ オキサリプラチン（注射液） ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

ヤクルト本社 1.75

123 注射薬 プロスコープ３００注２０ｍＬ イオプロミド（注射液） ６２．３４％２０
ｍＬ１瓶

アルフレッサ
ファーマ

1.50

124 注射薬 プロスコープ３００注５０ｍＬ イオプロミド（注射液） ６２．３４％５０
ｍＬ１瓶

アルフレッサ
ファーマ

1.50

125 注射薬 プロスコープ３００注１００ｍＬ イオプロミド（注射液） ６２．３４％１００
ｍＬ１瓶

アルフレッサ
ファーマ

1.50

126 注射薬 プロスコープ３７０注２０ｍＬ イオプロミド（注射液） ７６．８９％２０
ｍＬ１瓶

アルフレッサ
ファーマ

1.50

127 注射薬 プロスコープ３７０注５０ｍＬ イオプロミド（注射液） ７６．８９％５０
ｍＬ１瓶

アルフレッサ
ファーマ

1.50

128 注射薬 プロスコープ３７０注１００ｍＬ イオプロミド（注射液） ７６．８９％１００
ｍＬ１瓶

アルフレッサ
ファーマ

1.50

129 外用薬 ミケランＬＡ点眼液１％ カルテオロール塩酸塩（点眼
液）

１％１ｍＬ 大塚製薬 2.00

130 外用薬 ミケランＬＡ点眼液２％ カルテオロール塩酸塩（点眼
液）

２％１ｍＬ 大塚製薬 2.00

131 外用薬 チモプトールＸＥ点眼液０．２５％ チモロールマレイン酸塩（点眼
液）

０．２５％１ｍＬ 参天製薬 2.00

132 外用薬 チモプトールＸＥ点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩（点眼
液）

０．５％１ｍＬ 参天製薬 2.00

133 外用薬 リズモンＴＧ点眼液０．２５％ チモロールマレイン酸塩（点眼
液）

０．２５％１ｍＬ わかもと製薬 2.00

134 外用薬 リズモンＴＧ点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩（点眼
液）

０．５％１ｍＬ わかもと製薬 2.00

135 外用薬 キサラタン点眼液０．００５％ ラタノプロスト（点眼液） ０．００５％１ｍＬ ファイザー 1.75
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136 外用薬 クラビット点眼液０．５％ レボフロキサシン水和物（点眼
液）

０．５％１ｍＬ 参天製薬 1.75

137 外用薬 クラビット点眼液１．５％ レボフロキサシン水和物（点眼
液）

１．５％１ｍＬ 参天製薬 1.75

138 外用薬 ブロナック点眼液０．１％ ブロムフェナクナトリウム水和
物（点眼液）

０．１％１ｍＬ 千寿製薬 2.00

139 外用薬 ペンタサ注腸１ｇ メサラジン（注腸用） １ｇ１個 杏林製薬 2.00

140 外用薬 ロキソニンゲル１％ ロキソプロフェンナトリウム水
和物（ゲル）

１％１ｇ 第一三共 2.00

141 外用薬 ロキソニンパップ１００ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水
和物（貼付剤）

１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

リードケミカル 1.75

142 外用薬 ロキソニンテープ５０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水
和物（貼付剤）

７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

リードケミカル 1.75

143 外用薬 ロキソニンテープ１００ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水
和物（貼付剤）

１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

リードケミカル 1.75

144 外用薬 アスタット軟膏１％ ラノコナゾール（軟膏） １％１ｇ マルホ 2.00

145 外用薬 アスタットクリーム１％ ラノコナゾール（クリーム） １％１ｇ マルホ 2.00

146 外用薬 アスタット外用液１％ ラノコナゾール（液） １％１ｍＬ マルホ 2.00

147 外用薬 オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ マキサカルシトール（軟膏） ０．００２５％１ｇ マルホ 2.00

148 外用薬 オキサロールローション２５μｇ／
ｇ

マキサカルシトール（ローショ
ン）

０．００２５％１ｇ マルホ 2.00

149 外用薬 プロトピック軟膏０．１％ タクロリムス水和物（軟膏） ０．１％１ｇ マルホ 2.00

150 外用薬 デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ フェンタニル（貼付剤） ２．１ｍｇ１枚 ヤンセンファーマ 2.00

151 外用薬 デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ フェンタニル（貼付剤） ４．２ｍｇ１枚 ヤンセンファーマ 2.00

152 外用薬 デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ フェンタニル（貼付剤） ８．４ｍｇ１枚 ヤンセンファーマ 2.00

153 外用薬 デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍｇ フェンタニル（貼付剤） １２．６ｍｇ１枚 ヤンセンファーマ 2.00

154 外用薬 デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍｇ フェンタニル（貼付剤） １６．８ｍｇ１枚 ヤンセンファーマ 2.00


