
基礎的医薬品について 
 

 

 

１．薬価上の措置が必要な基礎的医薬品の基本的な考え方 

「平成 28年度薬価制度改革の骨子」の抜粋 
（平成 27年 12月 25 日中央社会保険医療協議会総会にて了承） 

 

基礎的医薬品については、現行の不採算品再算定、最低薬価になる前の薬価を下

支えする制度として位置付け、平成 28年度薬価制度改革においては試行的な取組み

として、下記の要件を全て満たす医薬品を対象とし、最も販売額が大きい銘柄に価

格を集約してその薬価を維持することとする。 

① 収載から 25 年以上経過し、かつ成分全体及び銘柄の乖離率が全ての既収載品の

平均乖離率以下 

② 一般的なガイドラインに記載され、広く医療機関で使用されている等、汎用性の

あるもの 

③ 過去の不採算品再算定品目、並びに古くから医療の基盤となっている病原生物に

対する医薬品及び医療用麻薬 

なお、基礎的医薬品の制度によらず十分な収益性が見込まれる品目は対象外とす

るとともに、基礎的医薬品として薬価が維持されている間は継続的な安定供給を求

めることとする。 

 

 

 

２．平成 28年度薬価制度改革における対象品目 

上記の要件に該当する別添の品目について基礎的医薬品に指定し、最も販売額が大きい銘

柄に価格を集約してその薬価を維持する。 

 

区分 成分数（品目数） 品目（例示） 主な効能効果 

病原生物 ５１（１６３） 

アモリン細粒 

エブトール錠 

レトロビルカプセル 

アラセナ－Ａ点滴静注用 

各種感染症 

肺結核 等 

HIV感染症 

単純ヘルペス脳炎 等 

麻薬 ６（３３） 
ＭＳコンチン錠 

アンペック注 

激しい疼痛を伴う各種癌における鎮痛 

激しい疼痛時における鎮痛・鎮静 等 

不採算 ７７（４２１） 

アレビアチン散 

チラーヂンＳ散 

経口用エンドキサン原末 

パム静注 

ソルデム３輸液（維持液） 

てんかんのけいれん発作 

乳幼児甲状腺機能低下症 

多発性骨髄腫 等 

有機リン剤の中毒 

経口摂取不能な場合の水分補給 等 

合計 １３４（６１７）  

※ 重複する場合は不採算として集計 

 

中 医 協  総 － ４ 

２ ８ ． １ ． ２ ０

   

1



基礎的医薬品対象品一覧 （別添）

No 区分 品名 成分１ 規格単位 メーカー名
現行
薬価

1 不採算 アレビアチン散１０％ フェニトイン １０％１ｇ 大日本住友製薬 11.90

ヒダントール散１０％ フェニトイン １０％１ｇ 藤永製薬 11.90

ヒダントール錠２５ｍｇ フェニトイン ２５ｍｇ１錠 藤永製薬 11.90

アレビアチン錠２５ｍｇ フェニトイン ２５ｍｇ１錠 大日本住友製薬 11.90

ヒダントール錠１００ｍｇ フェニトイン １００ｍｇ１錠 藤永製薬 12.70

アレビアチン錠１００ｍｇ フェニトイン １００ｍｇ１錠 大日本住友製薬 12.70

2 不採算 アスピリン「ケンエー」 アスピリン １０ｇ 健栄製薬 23.50

アスピリン　シオエ アスピリン １０ｇ シオエ製薬 27.20

「純生」アスピリン アスピリン １０ｇ 小堺製薬 25.20

アスピリン「メタル」 アスピリン １０ｇ 中北薬品 27.20

アスピリン「ホエイ」 アスピリン １０ｇ マイラン製薬 27.20

アスピリン（山善） アスピリン １０ｇ 山善製薬 29.40

アスピリン「ヨシダ」 アスピリン １０ｇ 吉田製薬 29.40

アスピリン「バイエル」 アスピリン １０ｇ バイエル薬品 29.40

アスピリン原末「マルイシ」 アスピリン １０ｇ 丸石製薬 27.20

アスピリン「日医工」 アスピリン １０ｇ 日医工 23.50

3 不採算 スルモンチール散１０％ トリミプラミンマレイン酸塩 １０％１ｇ 塩野義製薬 39.50

スルモンチール錠１０ｍｇ トリミプラミンマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 塩野義製薬 6.30

スルモンチール錠２５ｍｇ トリミプラミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 塩野義製薬 11.40

4 不採算 チラーヂンＳ散０．０１％ レボチロキシンナトリウム水和物 ０．０１％１ｇ あすか製薬 58.00

レボチロキシンＮａ錠５０μｇ「サンド」 レボチロキシンナトリウム水和物 ５０μｇ１錠 サンド 9.60

チラーヂンＳ錠５０μｇ レボチロキシンナトリウム水和物 ５０μｇ１錠 あすか製薬 9.60

レボチロキシンＮａ錠２５μｇ「サンド」 レボチロキシンナトリウム水和物 ２５μｇ１錠 サンド 9.60

チラーヂンＳ錠２５μｇ レボチロキシンナトリウム水和物 ２５μｇ１錠 あすか製薬 9.60

チラーヂンＳ錠１００μｇ レボチロキシンナトリウム水和物 １００μｇ１錠 あすか製薬 11.40

チラーヂンＳ錠１２．５μｇ レボチロキシンナトリウム水和物 １２．５μｇ１錠 あすか製薬 9.60

チラーヂンＳ錠７５μｇ レボチロキシンナトリウム水和物 ７５μｇ１錠 あすか製薬 9.60

5 不採算 コートリル錠１０ｍｇ ヒドロコルチゾン １０ｍｇ１錠 ファイザー 7.30

6 不採算 プレマリン錠０．６２５ｍｇ 結合型エストロゲン ０．６２５ｍｇ１錠 ファイザー 12.40

7 不採算 ノックビン原末 ジスルフィラム １ｇ 田辺三菱製薬 46.60

8 不採算 経口用エンドキサン原末１００ｍｇ シクロホスファミド水和物 １００ｍｇ１瓶 塩野義製薬 157.40

9 不採算 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「中外」 プロカルバジン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 中外製薬 368.30

10 病原生物 ダラシンカプセル７５ｍｇ クリンダマイシン塩酸塩 ７５ｍｇ１カプセル ファイザー 17.30

ダラシンカプセル１５０ｍｇ クリンダマイシン塩酸塩 １５０ｍｇ１カプセル ファイザー 23.40

11 病原生物 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 カナマイシン一硫酸塩 ２５０ｍｇ１カプセル Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

39.30

12 病原生物 アモリン細粒１０％ アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ 武田薬品工業 11.90

サワシリン細粒１０％ アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ アステラス製薬 11.70

パセトシン細粒１０％ アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ 協和発酵キリン 10.40

ワイドシリン細粒１０％ アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

11.90

ワイドシリン細粒２０％ アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ１ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

13.60

13 病原生物 ビクシリンカプセル２５０ｍｇ アンピシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

20.60

14 病原生物 ペングッド錠２５０ｍｇ バカンピシリン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 日医工 11.70

15 病原生物 Ｌ－ケフレックス小児用顆粒 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 塩野義製薬 70.10

Ｌ－キサール顆粒５００ セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 東和薬品 35.20

Ｌ－ケフレックス顆粒 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 塩野義製薬 79.40
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No 区分 品名 成分１ 規格単位 メーカー名
現行
薬価

セファレキシン顆粒５００ｍｇ「ＪＧ」 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 長生堂製薬 22.90

ラリキシン錠２５０ｍｇ セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 富山化学工業 11.50

センセファリンカプセル１２５ セファレキシン １２５ｍｇ１カプセル 武田薬品工業 28.80

センセファリンカプセル２５０ セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 武田薬品工業 30.90

セファレキシンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 東和薬品 11.50

ケフレックスカプセル２５０ｍｇ セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 塩野義製薬 30.70

ケフレックスシロップ用細粒１００ セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 塩野義製薬 23.80

センセファリンシロップ用細粒１０％ セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 武田薬品工業 17.20

ラリキシンドライシロップ小児用１０％ セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 富山化学工業 9.20

ケフレックスシロップ用細粒２００ セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 塩野義製薬 37.40

センセファリンシロップ用細粒２０％ セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 武田薬品工業 20.70

ラリキシンドライシロップ小児用２０％ セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 富山化学工業 11.80

16 病原生物 ケフラール細粒小児用１００ｍｇ セファクロル １００ｍｇ１ｇ 塩野義製薬 43.50

セファクロル細粒小児用１０％「ＪＧ」 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 長生堂製薬 16.20

セファクロル細粒小児用１０％「サワイ」 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 沢井製薬 16.20

Ｌ－ケフラール顆粒 セファクロル ３７５ｍｇ１包 塩野義製薬 103.50

ケフラールカプセル２５０ｍｇ セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 塩野義製薬 53.70

トキクロルカプセル２５０ｍｇ セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル コーアイセイ 22.60

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 辰巳化学 22.60

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 東和薬品 22.60

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「日医工」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 日医工 22.60

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＪＧ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 長生堂製薬 22.60

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＳＮ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル シオノケミカル 28.20

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「サワイ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 沢井製薬 22.60

17 病原生物 オラスポア小児用ドライシロップ１０％ セフロキサジン水和物 １００ｍｇ１ｇ アルフレッサ
ファーマ

31.00

18 病原生物 セフスパン細粒５０ｍｇ セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ 長生堂製薬 69.70

セフィーナ細粒５０ セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ テバ製薬 31.50

セフィーナ細粒１００ セフィキシム １００ｍｇ１ｇ テバ製薬 59.90

セフスパンカプセル５０ｍｇ セフィキシム ５０ｍｇ１カプセル 長生堂製薬 61.30

セフスパンカプセル１００ｍｇ セフィキシム １００ｍｇ１カプセル 長生堂製薬 68.30

19 病原生物 オラセフ錠２５０ｍｇ セフロキシム　アキセチル ２５０ｍｇ１錠 グラクソ・スミ
スクライン

60.90

20 病原生物 ホスミシン錠２５０ ホスホマイシンカルシウム水和物 ２５０ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

39.50

ホスミシン錠５００ ホスホマイシンカルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

62.90

ホスマイカプセル２５０ｍｇ ホスホマイシンカルシウム水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 東和薬品 16.50

ホスホマイシンカルシウムカプセル２５０ｍｇ「日
医工」

ホスホマイシンカルシウム水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 日医工 16.50

ホスマイカプセル５００ｍｇ ホスホマイシンカルシウム水和物 ５００ｍｇ１カプセル 東和薬品 27.20

ホスホマイシンカルシウムカプセル５００ｍｇ「日
医工」

ホスホマイシンカルシウム水和物 ５００ｍｇ１カプセル 日医工 27.20

ホスミシンドライシロップ２００ ホスホマイシンカルシウム水和物 ２００ｍｇ１ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

54.70

ホスホミンドライシロップ４００ ホスホマイシンカルシウム水和物 ４００ｍｇ１ｇ ダイト 28.90

ホスミシンドライシロップ４００ ホスホマイシンカルシウム水和物 ４００ｍｇ１ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

84.60

ホスホマイシンカルシウムドライシロップ４０％
「日医工」

ホスホマイシンカルシウム水和物 ４００ｍｇ１ｇ 日医工 23.00

21 病原生物 オーグメンチン配合錠１２５ＳＳ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム （１８７．５ｍｇ）１
錠

グラクソ・スミ
スクライン

25.50

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム （３７５ｍｇ）１錠 グラクソ・スミ
スクライン

36.10

22 病原生物 エリスロシンＷ顆粒２０％ エリスロマイシンエチルコハク酸エステル ２００ｍｇ１ｇ アボットジャパ
ン

24.00

エリスロシンドライシロップ１０％ エリスロマイシンエチルコハク酸エステル １００ｍｇ１ｇ アボットジャパ
ン

13.20
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No 区分 品名 成分１ 規格単位 メーカー名
現行
薬価

エリスロシンドライシロップＷ２０％ エリスロマイシンエチルコハク酸エステル ２００ｍｇ１ｇ アボットジャパ
ン

22.50

23 病原生物 エリスロシン錠１００ｍｇ エリスロマイシンステアリン酸塩 １００ｍｇ１錠 アボットジャパ
ン

8.50

エリスロシン錠２００ｍｇ エリスロマイシンステアリン酸塩 ２００ｍｇ１錠 アボットジャパ
ン

14.70

24 病原生物 ビブラマイシン錠５０ｍｇ ドキシサイクリン塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ファイザー 12.30

ビブラマイシン錠１００ｍｇ ドキシサイクリン塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ファイザー 21.60

25 病原生物 ミノマイシン顆粒２％ ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ファイザー 19.60

ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ 沢井製薬 11.80

26 病原生物 サイクロセリンカプセル２５０ｍｇ「明治」 サイクロセリン ２５０ｍｇ１カプセル Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

333.90

27 不採算 ハリゾン錠１００ｍｇ アムホテリシンＢ １００ｍｇ１錠 富士製薬工業 30.90

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ ブリストル・マ
イヤーズ

53.60

ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ 富士製薬工業 42.70

28 不採算 アルミノニッパスカルシウム顆粒９９％ アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム水和物 １ｇ 田辺三菱製薬 32.20

29 不採算 ニッパスカルシウム顆粒１００％ パラアミノサリチル酸カルシウム水和物 １ｇ 田辺三菱製薬 29.90

30 病原生物 ヒドラ錠「オーツカ」５０ｍｇ イソニアジド ５０ｍｇ１錠 大塚製薬工場 9.60

イスコチン錠１００ｍｇ イソニアジド １００ｍｇ１錠 第一三共 9.60

イスコチン原末 イソニアジド １ｇ 第一三共 8.60

31 不採算 ピラマイド原末 ピラジナミド １ｇ 第一三共 30.10

32 病原生物 エブトール１２５ｍｇ錠 エタンブトール塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 科研製薬 9.40

エサンブトール錠１２５ｍｇ エタンブトール塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 サンド 9.40

エブトール２５０ｍｇ錠 エタンブトール塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 科研製薬 18.60

エサンブトール錠２５０ｍｇ エタンブトール塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 サンド 18.60

33 病原生物 バクシダール錠１００ｍｇ ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 杏林製薬 40.20

バクシダール錠２００ｍｇ ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 杏林製薬 63.00

小児用バクシダール錠５０ｍｇ ノルフロキサシン ５０ｍｇ１錠 杏林製薬 65.90

34 病原生物 タリビッド錠１００ｍｇ オフロキサシン １００ｍｇ１錠 第一三共 81.30

35 病原生物 レトロビルカプセル１００ｍｇ ジドブジン １００ｍｇ１カプセル ヴィーブヘルス
ケア

284.40

36 病原生物 ダイフェン配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム １ｇ 鶴原製薬 17.70

バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム １ｇ 塩野義製薬 77.40

バクトラミン配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム １ｇ 中外製薬 59.80

37 病原生物 チニダゾール錠２００ｍｇ「Ｆ」 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 富士製薬工業 46.00

チニダゾール錠５００ｍｇ「Ｆ」 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 富士製薬工業 122.70

38 病原生物 アスゾール錠２５０ｍｇ メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 富士製薬工業 19.30

フラジール内服錠２５０ｍｇ メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 塩野義製薬 35.50

39 病原生物 スパトニン錠５０ｍｇ ジエチルカルバマジンクエン酸塩 ５０ｍｇ１錠 田辺三菱製薬 10.00

40 病原生物 コンバントリン錠１００ｍｇ ピランテルパモ酸塩 １００ｍｇ１錠 佐藤製薬 52.20

コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ ピランテルパモ酸塩 １０％１ｇ 佐藤製薬 78.30

41 病原生物 メベンダゾール錠１００（ヤンセンファーマ） メベンダゾール １００ｍｇ１錠 ヤンセンファー
マ

359.70

42 病原生物 ビルトリシド錠６００ｍｇ プラジカンテル ６００ｍｇ１錠 バイエル薬品 1260.20

43 麻薬 アヘン末「第一三共」 アヘン １ｇ 第一三共プロ
ファーマ

1098.50

アヘン散 アヘン １０％１ｇ 武田薬品工業 263.90

アヘン散「第一三共」 アヘン １０％１ｇ 第一三共プロ
ファーマ

263.90

44 麻薬 アヘンチンキ アヘンチンキ １０％１ｍＬ 武田薬品工業 194.50

アヘンチンキ「第一三共」 アヘンチンキ １０％１ｍＬ 第一三共プロ
ファーマ

194.50

45 不採算 モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 大日本住友製薬 125.80

モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末 モルヒネ塩酸塩水和物 １ｇ 第一三共プロ
ファーマ

2203.00
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モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 モルヒネ塩酸塩水和物 １ｇ 武田薬品工業 2203.00

46 麻薬 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 塩野義製薬 241.10

ＭＳコンチン錠３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１錠 塩野義製薬 700.50

ＭＳコンチン錠６０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１錠 塩野義製薬 1264.70

ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル 帝國製薬 205.90

ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル 帝國製薬 564.30

ＭＳツワイスロンカプセル６０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１カプセル 帝國製薬 1055.60

47 麻薬 コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「ＤＳＰ」 コデインリン酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 大日本住友製薬 78.10

コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「第一三共」 コデインリン酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 第一三共プロ
ファーマ

78.10

コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「タケダ」 コデインリン酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 武田薬品工業 78.10

コデインリン酸塩「タナベ」原末 コデインリン酸塩水和物 １ｇ 田辺三菱製薬工
場

1220.90

コデインリン酸塩水和物「タケダ」原末 コデインリン酸塩水和物 １ｇ 武田薬品工業 1220.90

コデインリン酸塩水和物「第一三共」原末 コデインリン酸塩水和物 １ｇ 第一三共プロ
ファーマ

1220.90

48 麻薬 コデインリン酸塩散１０％「ＤＳＰ」 コデインリン酸塩水和物 １０％１ｇ 大日本住友製薬 147.10

コデインリン酸塩散１０％「タケダ」 コデインリン酸塩水和物 １０％１ｇ 武田薬品工業 147.10

コデインリン酸塩散１０％「第一三共」 コデインリン酸塩水和物 １０％１ｇ 第一三共プロ
ファーマ

147.10

コデインリン酸塩散１０％「タナベ」 コデインリン酸塩水和物 １０％１ｇ 田辺三菱製薬工
場

147.10

49 不採算 トラマール注１００ トラマドール塩酸塩 １００ｍｇ１管 日本新薬 99

50 不採算 オビソート注射用０．１ｇ アセチルコリン塩化物 １００ｍｇ１管（溶解
液付）

第一三共 364

51 不採算 静注用マグネゾール２０ｍＬ 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖 ２０ｍＬ１管 東亜薬品工業 342

52 不採算 ドプラム注射液４００ｍｇ ドキサプラム塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１ｍＬバイア
ル

キッセイ薬品工
業

104

53 不採算 コートロシン注射用０．２５ｍｇ テトラコサクチド酢酸塩 ０．２５ｍｇ１管 第一三共 1338

54 不採算 メルカゾール注１０ｍｇ チアマゾール １０ｍｇ１管 あすか製薬 109

55 不採算 大塚糖液５％ ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 65

糖液注５％「第一三共」 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１管 第一三共 65

光糖液５％ ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１瓶 光製薬 113

大塚糖液５％ ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１瓶 大塚製薬工場 113

ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 113

ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 ブドウ糖 ５％２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 139

大塚糖液５％ ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１瓶 大塚製薬工場 139

ブドウ糖注射液５％「マイラン」 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１瓶 マイラン製薬 139

大塚糖液５％ ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場 139

光糖液５％ ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１袋 光製薬 139

テルモ糖注５％ ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１袋 テルモ 139

ブドウ糖注５％バッグ「フソー」 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 139

ブドウ糖注５％「ＮＰ」 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１袋 ニプロ 139

ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 174

小林糖液５％ ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１瓶 共和クリティケ
ア

174

光糖液５％ ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１瓶 光製薬 174

ブドウ糖注射液５％「マイラン」 ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 174

大塚糖液５％ ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 174

光糖液５％ ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１袋 光製薬 174

テルモ糖注５％ ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１袋 テルモ 174

ブドウ糖注５％バッグ「フソー」 ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 174

ブドウ糖注５％「ＮＰ」 ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１袋 ニプロ 174
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大塚糖液２０％ ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 66

糖液注２０％「第一三共」 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管 第一三共 66

ブドウ糖注２０％「ＮＰ」 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管 ニプロ 66

大塚糖液４０％ ブドウ糖 ４０％２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 97

ブドウ糖注４０％ＰＬ「フソー」 ブドウ糖 ４０％２０ｍＬ１管 扶桑薬品工業 97

大塚糖液５０％ ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 97

５０％ブドウ糖注射液「ニッシン」 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１管 日新製薬（山
形）

97

ブドウ糖注５０％ＰＬ「フソー」 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１管 扶桑薬品工業 97

糖液注５０％「第一三共」 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１管 第一三共 97

光糖液５０％ ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１管 光製薬 97

テルモ糖注５％ ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１袋 テルモ 113

大塚糖液５０％ ブドウ糖 ５０％２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 251

テルモ糖注５０％ ブドウ糖 ５０％２００ｍＬ１袋 テルモ 251

大塚糖液５０％ ブドウ糖 ５０％５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 303

テルモ糖注５０％ ブドウ糖 ５０％５００ｍＬ１袋 テルモ 303

大塚糖液７０％ ブドウ糖 ７０％３５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場 322

大塚糖液１０％ ブドウ糖 １０％２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 65

ブドウ糖注１０％ＰＬ「フソー」 ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 174

大塚糖液１０％ ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 174

光糖液１０％ ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１袋 光製薬 174

テルモ糖注１０％ ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１袋 テルモ 174

ブドウ糖注１０％バッグ「フソー」 ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 174

光糖液５％ ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１瓶 光製薬 95

大塚糖液５％ ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１瓶 大塚製薬工場 95

光糖液２０％ ブドウ糖 ２０％５００ｍＬ１袋 光製薬 224

光糖液３０％ ブドウ糖 ３０％５００ｍＬ１袋 光製薬 239

56 不採算 リハビックス－Ｋ１号輸液 高カロリー輸液用基本液 ５００ｍＬ１瓶又は１
袋

エイワイファー
マ

525

57 不採算 リハビックス－Ｋ２号輸液 高カロリー輸液用基本液 ５００ｍＬ１瓶又は１
袋

エイワイファー
マ

548

58 不採算 アミパレン輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 342

アミパレン輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ３００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 414

アミパレン輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ４００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 517

59 不採算 プラスアミノ輸液 総合アミノ酸製剤（ブドウ糖加） ２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 243

プラスアミノ輸液 総合アミノ酸製剤（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 341

60 不採算 大塚食塩注１０％ 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 95

１０％食塩注「小林」 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１管 共和クリティケ
ア

95

塩化ナトリウム注１０％「日新」 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１管 日新製薬（山
形）

95

塩化ナトリウム注１０％「フソー」 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１管 扶桑薬品工業 95

塩化ナトリウム注１０％「ＨＫ」 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１管 光製薬 95

61 不採算 生食液「小林」 生理食塩液 ５ｍＬ１管 共和クリティケ
ア

61

生理食塩液「フソー」 生理食塩液 ５ｍＬ１管 扶桑薬品工業 61

生食液ＮＳ 生理食塩液 ５ｍＬ１管 日新製薬（山
形）

61

生理食塩液「ＮＰ」 生理食塩液 ５ｍＬ１管 ニプロ 61

生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液 １００ｍＬ１瓶 光製薬 113

大塚生食注 生理食塩液 １００ｍＬ１瓶 大塚製薬工場 113

生理食塩液「マイラン」 生理食塩液 １００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 113
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生理食塩液ＰＬ「フソー」 生理食塩液 １００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 113

生食液１００ｍＬ「ＣＨＭ」 生理食塩液 １００ｍＬ１瓶 ケミックス 113

テルモ生食 生理食塩液 １００ｍＬ１袋 テルモ 113

生理食塩液ＰＬ「フソー」 生理食塩液 ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 131

大塚生食注 生理食塩液 ５００ｍＬ１瓶 大塚製薬工場 149

生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液 ５００ｍＬ１瓶 光製薬 149

生理食塩液「マイラン」 生理食塩液 ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 149

生食液５００ｍＬ「ＣＭＸ」 生理食塩液 ５００ｍＬ１瓶 ケミックス 149

生理食塩液ＰＬ「フソー」 生理食塩液 ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 149

大塚生食注 生理食塩液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 149

カーミパック生理食塩液 生理食塩液 ５００ｍＬ１袋 川澄化学工業 149

テルモ生食 生理食塩液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 149

生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液 ５００ｍＬ１袋 光製薬 149

生理食塩液バッグ「フソー」 生理食塩液 ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 149

生理食塩液「ＮＰ」 生理食塩液 ５００ｍＬ１袋 ニプロ 149

大塚生食注 生理食塩液 １Ｌ１瓶 大塚製薬工場 233

生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液 １Ｌ１瓶 光製薬 233

生理食塩液ＰＬ「フソー」 生理食塩液 １Ｌ１瓶 扶桑薬品工業 233

大塚生食注 生理食塩液 １Ｌ１袋 大塚製薬工場 233

カーミパック生理食塩液 生理食塩液 １Ｌ１袋 川澄化学工業 233

テルモ生食 生理食塩液 １Ｌ１袋 テルモ 233

生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液 １Ｌ１袋 光製薬 233

生理食塩液バッグ「フソー」 生理食塩液 １Ｌ１袋 扶桑薬品工業 233

生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液 ５０ｍＬ１瓶 光製薬 110

大塚生食注 生理食塩液 ５０ｍＬ１瓶 大塚製薬工場 110

生理食塩液ＰＬ「フソー」 生理食塩液 ５０ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 110

大塚生食注 生理食塩液 ２５０ｍＬ１瓶 大塚製薬工場 130

生理食塩液「マイラン」 生理食塩液 ２５０ｍＬ１瓶 マイラン製薬 130

大塚生食注 生理食塩液 ２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場 130

テルモ生食 生理食塩液 ２５０ｍＬ１袋 テルモ 130

生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液 ２５０ｍＬ１袋 光製薬 130

生理食塩液バッグ「フソー」 生理食塩液 ２５０ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 130

生理食塩液「ＮＰ」 生理食塩液 ２５０ｍＬ１袋 ニプロ 130

カーミパック生理食塩液Ｌ 生理食塩液 １．３Ｌ１袋 川澄化学工業 311

テルモ生食 生理食塩液 １．３Ｌ１袋 テルモ 311

カーミパック生理食塩液Ｌ 生理食塩液 １．５Ｌ１袋 川澄化学工業 348

生理食塩液バッグ「フソー」 生理食塩液 １．５Ｌ１袋 扶桑薬品工業 348

生理食塩液ＰＬ「フソー」 生理食塩液 ２Ｌ１袋 扶桑薬品工業 408

62 不採算 ＫＮ１号輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 130

デノサリン１輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 130

ＫＮ１号輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 130

デノサリン１輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 130

63 不採算 １０％ＥＬ－３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファー
マ

165

ソルデム３ＰＧ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 164

ソルデム３ＰＧ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 128
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64 不採算 リプラス３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 138

リプラス３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 138

リプラス３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 138

リプラス３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 138

65 不採算 ＫＮ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 137

ソルデム３輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 138

ＫＮ３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 133

ソルデム３輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 134

66 不採算 フルクトラクト注 維持液 ２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 141

フルクトラクト注 維持液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 182

67 不採算 アステマリン３号ＭＧ輸液 維持液 ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 179

フィジオゾール３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 180

68 不採算 ＫＮＭＧ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 143

69 不採算 ＫＮ４号輸液 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 136

ソルデム６輸液 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 134

ソルデム６輸液 術後回復液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 133

70 不採算 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 ソルビトール加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 141

ラクトリンゲルＳ注「フソー」 ソルビトール加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 141

ニソリ・Ｓ注 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 143

ラクトリンゲルＳ注「フソー」 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 143

ラクトリンゲルＳ注「フソー」 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 143

ソルラクトＳ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ 143

ラクテックＧ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 143

ソルラクトＳ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 テルモ 140

ラクテックＧ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場 140

ラクテックＧ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル １Ｌ１袋 大塚製薬工場 296

71 不採算 ハルトマンＤ液「小林」 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケ
ア

157

ソルラクトＤ輸液 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ 157

ラクテックＤ輸液 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 157

ソルラクトＤ輸液 ブドウ糖加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 テルモ 140

72 不採算 リンゲル液「フソー」 リンゲル ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 212

リンゲル液「オーツカ」 リンゲル ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 215

73 不採算 ペロール注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 185

ソリューゲンＧ注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１袋 共和クリティケ
ア

185

ペロール注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１袋 マイラン製薬 185

アクメイン注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 光製薬 193

ソリューゲンＧ注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケ
ア

193

ペロール注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 193

ヴィーンＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 興和 193

アクメイン注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 光製薬 193

ペロール注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 マイラン製薬 193

ソルアセトＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ 193

リナセート輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 エイワイファー
マ

193

ソルアセトＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 テルモ 183

アクメイン注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 光製薬 156
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ソリューゲンＧ注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 共和クリティケ
ア

156

ソルアセトＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 テルモ 156

リナセート輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 エイワイファー
マ

156

リナセート輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 エイワイファー
マ

156

ヴィーンＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 興和 163

74 不採算 プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 プロタミン硫酸塩 １％１０ｍＬバイアル 持田製薬 671

75 不採算 ブライアン点滴静注１ｇ エデト酸カルシウム二ナトリウム水和物 ２０％５ｍＬ１管 日新製薬（山
形）

436

76 不採算 バル筋注１００ｍｇ「第一三共」 ジメルカプロール １０％１ｍＬ１管 第一三共 1615

77 不採算 パム静注５００ｍｇ プラリドキシムヨウ化物 ２．５％２０ｍＬ１管 大日本住友製薬 617

78 不採算 注射用エンドキサン１００ｍｇ シクロホスファミド水和物 １００ｍｇ１瓶 塩野義製薬 320

注射用エンドキサン５００ｍｇ シクロホスファミド水和物 ５００ｍｇ１瓶 塩野義製薬 1254

79 不採算 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ
花粉１：１００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ
花粉１：１，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ
花粉１：１０，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アスペル
ギルス１：１，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アルテル
ナリア１：１，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ
１：１，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ
１：１０，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ
１：１００，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ
１：１，０００，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」キヌ１：
１０

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」クラドス
ポリウム１：１，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉
１：１０

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉
１：１００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ
花粉１：１００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ
花粉１：１，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ
花粉１：１０，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ペニシリ
ウム１：１，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン
草花粉１：１００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿１：１
０

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿１：１
００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿１：
１，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

80 不採算 診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキ
ス皮下注「トリイ」ハウスダスト１：１，０００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダ
スト１：１０

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダ
スト１：１００

各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

81 不採算 注射用ペニシリンＧカリウム２０万単位 ベンジルペニシリンカリウム ２０万単位１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

170

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 ベンジルペニシリンカリウム １００万単位１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

211

82 病原生物 ハベカシン注射液７５ｍｇ アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１
管

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

4296

アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ「ＨＫ」 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１
管

大興製薬 2435

アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ「テバ」 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１
管

テバ製薬 2435

ハベカシン注射液１００ｍｇ アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

4543

アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＨＫ」 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 大興製薬 2142

アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「テバ」 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 テバ製薬 2633

ハベカシン注射液２５ｍｇ アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１
管

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

2215

アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「ＨＫ」 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１
管

大興製薬 1261
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アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「テバ」 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１
管

テバ製薬 1261

ハベカシン注射液２００ｍｇ アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

5645

アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ＨＫ」 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管 大興製薬 3314

アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「テバ」 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管 テバ製薬 3314

83 病原生物 アザクタム注射用０．５ｇ アズトレオナム ５００ｍｇ１瓶 エーザイ 907

アザクタム注射用１ｇ アズトレオナム １ｇ１瓶 エーザイ 1374

84 病原生物 トロビシン筋注用２ｇ スペクチノマイシン塩酸塩水和物 ２ｇ１瓶 ファイザー 2407

85 病原生物 ビクシリン注射用０．２５ｇ アンピシリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

151

ビクシリン注射用０．５ｇ アンピシリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

219

ビクシリン注射用１ｇ アンピシリンナトリウム １ｇ１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

353

ビクシリン注射用２ｇ アンピシリンナトリウム ２ｇ１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

666

86 病原生物 ペントシリン注射用１ｇ ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 富山化学工業 406

ピペユンシン注射用１ｇ ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ケミックス 214

ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 沢井製薬 214

ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「テバ」 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 テバ製薬 165

ピペラシリンＮａ注用１ｇ「トーワ」 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 東和薬品 165

ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「ＳＮ」 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 シオノケミカル 165

ペントシリン注射用２ｇ ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 富山化学工業 688

ピペユンシン注射用２ｇ ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ケミックス 261

ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 沢井製薬 368

ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 テバ製薬 261

ピペラシリンＮａ注用２ｇ「トーワ」 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 東和薬品 261

ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「ＳＮ」 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 シオノケミカル 261

ペントシリン静注用１ｇバッグ ピペラシリンナトリウム １ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

富山化学工業 816

ペントシリン静注用２ｇバッグ ピペラシリンナトリウム ２ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

富山化学工業 1089

87 病原生物 セフォタックス注射用０．５ｇ セフォタキシムナトリウム ５００ｍｇ１瓶 日医工サノフィ 510

クラフォラン注射用０．５ｇ セフォタキシムナトリウム ５００ｍｇ１瓶 サノフィ 510

セフォタックス注射用１ｇ セフォタキシムナトリウム １ｇ１瓶 日医工サノフィ 745

クラフォラン注射用１ｇ セフォタキシムナトリウム １ｇ１瓶 サノフィ 745

88 病原生物 ホスミシンＳ静注用０．５ｇ ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

355

ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ニプロ 101

ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「タカタ」 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 高田製薬 205

ホスミシンＳ静注用１ｇ ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

576

ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ニプロ 196

ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「タカタ」 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 高田製薬 367

ホスミシンＳ静注用２ｇ ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

847

ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ニプロ 301

ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「タカタ」 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 高田製薬 578

89 病原生物 エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ エリスロマイシンラクトビオン酸塩 ５００ｍｇ１瓶 アボットジャパ
ン

813

90 不採算 硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 ストレプトマイシン硫酸塩 １ｇ１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

389

91 不採算 ツベラクチン筋注用１ｇ エンビオマイシン硫酸塩 １ｇ１瓶 旭化成ファーマ 713

92 不採算 硫酸カナマイシン注射液１０００ｍｇ「明治」 カナマイシン硫酸塩 １ｇ１管 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

314

93 病原生物 ファンギゾン注射用５０ｍｇ アムホテリシンＢ ５０ｍｇ１瓶 ブリストル・マ
イヤーズ

1004

94 病原生物 注射用ビクシリンＳ１００ 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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

64

注射用ビクシリンＳ５００ 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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

215

10



No 区分 品名 成分１ 規格単位 メーカー名
現行
薬価

注射用ビクシリンＳ１０００ 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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

389

95 病原生物 イスコチン注１００ｍｇ イソニアジド １００ｍｇ１管 第一三共 92

96 病原生物 アラセナ－Ａ点滴静注用３００ｍｇ ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 持田製薬 5887

ビダラビン点滴静注用３００ｍｇ「Ｆ」 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 富士製薬工業 5217

97 病原生物 デノシン点滴静注用５００ｍｇ ガンシクロビル ５００ｍｇ１瓶 田辺三菱製薬 12079

98 不採算 乾燥はぶ抗毒素“化血研” 乾燥はぶウマ抗毒素 各６，０００単位入１
瓶（溶解液付）

化学及血清療法
研究所

88691

99 不採算 乾燥まむし抗毒素“化血研” 乾燥まむしウマ抗毒素 各６，０００単位入１
瓶（溶解液付）

化学及血清療法
研究所

32981

100 不採算 人全血液－ＬＲ「日赤」 人全血液 血液２００ｍＬに由来
する血液量１袋

日本赤十字社 8160

人全血液－ＬＲ「日赤」 人全血液 血液４００ｍＬに由来
する血液量１袋

日本赤十字社 16320

101 不採算 赤血球液－ＬＲ「日赤」 人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

日本赤十字社 8402

赤血球液－ＬＲ「日赤」 人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

日本赤十字社 16805

102 病原生物 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」１２０ 新鮮凍結人血漿 血液２００ｍＬ相当に
由来する血漿１袋

日本赤十字社 8955

新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」２４０ 新鮮凍結人血漿 血液４００ｍＬ相当に
由来する血漿１袋

日本赤十字社 17912

新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」４８０ 新鮮凍結人血漿 ４８０ｍＬ１袋 日本赤十字社 23617

103 不採算 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン筋注１０００単位／５ｍ
Ｌ「日赤」

抗ＨＢｓ人免疫グロブリン １，０００単位５ｍＬ
１瓶

日本血液製剤機
構

35872

ヘパトセーラ筋注１０００単位／５ｍＬ 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン １，０００単位５ｍＬ
１瓶

化学及血清療法
研究所

35872

抗ＨＢｓ人免疫グロブリン筋注２００単位／１ｍＬ
「日赤」

抗ＨＢｓ人免疫グロブリン ２００単位１ｍＬ１瓶 日本血液製剤機
構

8996

ヘパトセーラ筋注２００単位／１ｍＬ 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン ２００単位１ｍＬ１瓶 化学及血清療法
研究所

8996

104 病原生物 抗Ｄグロブリン筋注用１０００倍「ニチヤク」 乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン １，０００倍１瓶（溶
解液付）

日本製薬 19789

抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン １，０００倍１瓶（溶
解液付）

日本血液製剤機
構

19789

105 不採算 テタノセーラ筋注用２５０単位 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン ２５０国際単位１瓶 化学及血清療法
研究所

3354

テタノブリン筋注用２５０単位 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン ２５０国際単位１瓶 日本血液製剤機
構

3354

破傷風グロブリン筋注用２５０単位「ニチヤク」 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン ２５０国際単位１瓶 日本製薬 3354

106 病原生物 ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用２００単位「ニチヤク」 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 ２００単位１瓶（溶解
液付）

日本製薬 13977

ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用５００単位「ニチヤク」 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 ５００単位１瓶（溶解
液付）

日本製薬 31822

107 不採算 フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」 乾燥人フィブリノゲン １ｇ１瓶（溶解液付） 日本血液製剤機
構

25214

108 病原生物 テタガムＰ筋注シリンジ２５０ 抗破傷風人免疫グロブリン ２５０国際単位１ｍＬ
１筒

ＣＳＬベーリン
グ

3627

109 不採算 ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 人ハプトグロビン ２，０００単位１００
ｍＬ１瓶

日本血液製剤機
構

43569

110 病原生物 ヘブスブリン筋注用２００単位 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン ２００単位１ｍＬ１瓶
（溶解液付）

日本血液製剤機
構

8694

乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位「ニチヤク」 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン ２００単位１ｍＬ１瓶
（溶解液付）

日本製薬 8694

ヘブスブリン筋注用１０００単位 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン １，０００単位５ｍＬ
１瓶（溶解液付）

日本血液製剤機
構

36267

乾燥ＨＢグロブリン筋注用１０００単位「ニチヤ
ク」

乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン １，０００単位５ｍＬ
１瓶（溶解液付）

日本製薬 36267

111 病原生物 ベリナートＰ静注用５００ 乾燥濃縮人Ｃ１－インアクチベーター ５００国際単位１瓶
（溶解液付）

ＣＳＬベーリン
グ

99483

112 不採算 フィブロガミンＰ静注用 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子 正常人血漿１ｍＬ中含
有量の２４０倍１瓶
（溶解液付）

ＣＳＬベーリン
グ

8173

113 不採算 テタノブリンＩＨ静注２５０単位 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロ
ブリン

２５０国際単位１瓶 日本血液製剤機
構

3899

テタノブリンＩＨ静注１５００単位 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロ
ブリン

１，５００国際単位１
瓶

日本血液製剤機
構

20859

114 不採算 ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫グロ
ブリン

１，０００単位５ｍＬ
１瓶

日本血液製剤機
構

35322

115 病原生物 スミフェロン注バイアル３００万ＩＵ インターフェロンアルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ） ３００万国際単位１瓶 大日本住友製薬 6549

スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ インターフェロンアルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ） ３００万国際単位１筒 大日本住友製薬 6549

スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ インターフェロンアルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ） ６００万国際単位１筒 大日本住友製薬 12424

116 不採算 イムノマックス－γ注１００ インターフェロンガンマ－１ａ（遺伝子組換え） １００万国内標準単位
１瓶（溶解液付）

塩野義製薬 8276

イムノマックス－γ注５０ インターフェロンガンマ－１ａ（遺伝子組換え） ５０万国内標準単位１
瓶（溶解液付）

塩野義製薬 4399

117 不採算 ヒスタグロビン皮下注用 ヒスタミン加人免疫グロブリン（乾燥） （人免疫グロブリン１
２ｍｇヒスタミン二塩
酸塩０．１５μｇ）１

化学及血清療法
研究所

718

118 病原生物 ベナンバックス注用３００ｍｇ ペンタミジンイセチオン酸塩 ３００ｍｇ１瓶 サノフィ 7618

119 不採算 注射用蒸留水 注射用水 ５ｍＬ１管 共和クリティケ
ア

58

11



No 区分 品名 成分１ 規格単位 メーカー名
現行
薬価

注射用水（ニプロ） 注射用水 ５ｍＬ１管 ニプロ 61

注射用水「フソー」 注射用水 ５ｍＬ１管 扶桑薬品工業 61

注射用蒸留水 注射用水 ２０ｍＬ１管 共和クリティケ
ア

61

注射用水 注射用水 ２０ｍＬ１管 日新製薬（山
形）

61

大塚蒸留水 注射用水 ２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 61

注射用水ＰＬ「フソー」 注射用水 ２０ｍＬ１管 扶桑薬品工業 61

注射用水 注射用水 ２０ｍＬ１管 光製薬 61

注射用蒸留水「ＣＭＸ」 注射用水 ２０ｍＬ１管 ケミックス 61

注射用水 注射用水 １００ｍＬ１瓶 光製薬 114

大塚蒸留水 注射用水 １００ｍＬ１瓶 大塚製薬工場 114

注射用水ＰＬ「フソー」 注射用水 １００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 114

大塚蒸留水 注射用水 ５００ｍＬ１瓶 大塚製薬工場 163

注射用水 注射用水 ５００ｍＬ１瓶 光製薬 163

注射用蒸留水「ＣＭＸ」 注射用水 ５００ｍＬ１瓶 ケミックス 163

注射用水ＰＬ「フソー」 注射用水 ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 163

大塚蒸留水 注射用水 １Ｌ１瓶 大塚製薬工場 216

注射用水 注射用水 １Ｌ１瓶 光製薬 216

注射用蒸留水「ＣＭＸ」 注射用水 １Ｌ１瓶 ケミックス 216

注射用水ＰＬ「フソー」 注射用水 １Ｌ１瓶 扶桑薬品工業 216

注射用水 注射用水 １ｍＬ１管 日新製薬（山
形）

58

注射用水 注射用水 １ｍＬ１管 テバ製薬 58

注射用水 注射用水 ５００ｍＬ１袋 光製薬 163

注射用水バッグ「フソー」 注射用水 １Ｌ１袋 扶桑薬品工業 216

120 不採算 インジゴカルミン注２０ｍｇ「第一三共」 インジゴカルミン ０．４％５ｍＬ１管 第一三共 241

121 不採算 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」アサ布１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」アジ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」アスペルギ
ルス１：１０，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」アルテルナ
リア１：１０，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」イカ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」イースト
（パン種）１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」イネワラ
１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」イワシ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」エダマメ
１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」エビ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」大麦１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カツオ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カナムグラ
花粉１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カニ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カポック
１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カモガヤ花
粉１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カンジダ
１：１０，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」キヌ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」クラドスポ
リウム１：１０，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」クリ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」小麦粉１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320
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No 区分 品名 成分１ 規格単位 メーカー名
現行
薬価

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」米１：１，
０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」サバ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」スギ花粉
１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ススキ花粉
１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ソバガラ
１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ソバ粉１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」タタミ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」トウフ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」トウモロコ
シ１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ナイロン
１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ナシ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」バナナ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ヒメガマ花
粉１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ビール１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ブタクサ花
粉１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ペニシリウ
ム１：１０，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」マグロ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」マユ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」綿１：１，
０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」綿布１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」モミガラ
１：１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」リンゴ１：
１，０００

診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 鳥居薬品 4320

122 不採算 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 診断用アレルゲンエキス １ｍＬ１瓶 鳥居薬品 7966

123 麻薬 アンペック注１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 １％１ｍＬ１管 大日本住友製薬 299

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「シオノギ」 モルヒネ塩酸塩水和物 １％１ｍＬ１管 塩野義製薬 299

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」 モルヒネ塩酸塩水和物 １％１ｍＬ１管 第一三共プロ
ファーマ

299

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「タケダ」 モルヒネ塩酸塩水和物 １％１ｍＬ１管 武田薬品工業 299

アンペック注５０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管 大日本住友製薬 1346

モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「シオノギ」 モルヒネ塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管 塩野義製薬 1346

モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「第一三共」 モルヒネ塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管 第一三共プロ
ファーマ

1346

モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「タケダ」 モルヒネ塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管 武田薬品工業 1346

アンペック注２００ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 ４％５ｍＬ１管 大日本住友製薬 4973

モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「第一三共」 モルヒネ塩酸塩水和物 ４％５ｍＬ１管 第一三共プロ
ファーマ

4973

モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「シオノギ」 モルヒネ塩酸塩水和物 ４％５ｍＬ１管 塩野義製薬 4973

モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「タケダ」 モルヒネ塩酸塩水和物 ４％５ｍＬ１管 武田薬品工業 4973

124 不採算 リュウアト１％眼軟膏 アトロピン硫酸塩水和物 １％１ｇ 参天製薬 33.60

日点アトロピン点眼液１％ アトロピン硫酸塩水和物 １％５ｍＬ１瓶 日本点眼薬研究
所

145.50

125 不採算 ベノキシール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ 参天製薬 13.40

ネオベノール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ 日本点眼薬研究
所

13.40

126 不採算 ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素 ０．２％１ｍＬ 日本点眼薬研究
所

22.10

127 不採算 エコリシン眼軟膏 エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチン
メタンスルホン酸ナトリウム

１ｇ 参天製薬 45.80

128 不採算 亜硝酸アミル「第一三共」 亜硝酸アミル ０．２５ｍＬ１管 第一三共 778.70

129 不採算 新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウ
ム

１個 京都薬品工業 50.50

130 不採算 エタノール「アマカス」 エタノール １０ｍＬ 甘糟化学産業 16.90

エタノール エタノール １０ｍＬ 兼一薬品工業 16.90
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No 区分 品名 成分１ 規格単位 メーカー名
現行
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エタノール エタノール １０ｍＬ 小堺製薬 16.90

エタノール「三恵」 エタノール １０ｍＬ 三恵薬品 16.90

エタノール　シオエ エタノール １０ｍＬ シオエ製薬 16.90

エタノール「司生堂」 エタノール １０ｍＬ 司生堂製薬 16.90

エタノール エタノール １０ｍＬ タツミ薬品工業 16.90

エタノール「タイセイ」 エタノール １０ｍＬ 大成薬品工業 16.90

エタノール〈ハチ〉 エタノール １０ｍＬ 東洋製薬化成 16.90

エタノール エタノール １０ｍＬ 東海製薬 16.90

エタノール「マルイシ」 エタノール １０ｍＬ 丸石製薬 16.90

エタノール エタノール １０ｍＬ 山善製薬 16.90

エタノール「ヤクハン」 エタノール １０ｍＬ ヤクハン製薬 16.90

エタノール「アトル」 エタノール １０ｍＬ アトルファーマ 16.90

エタノール「イマヅ」 エタノール １０ｍＬ 今津薬品工業 16.90

エタノール「コニシ」 エタノール １０ｍＬ コニシ 16.90

エタノール「昭和」（Ｍ） エタノール １０ｍＬ 昭和製薬 16.90

エタノール「タカスギ」 エタノール １０ｍＬ 高杉製薬 16.90

エタノール「ニッコー」 エタノール １０ｍＬ 日興製薬 16.90

エタノール（ミツマル） エタノール １０ｍＬ サンケミファ 16.90

エタノール「ヨシダ」 エタノール １０ｍＬ 吉田製薬 16.90

エタノール「ケンエー」 エタノール １０ｍＬ 健栄製薬 16.90

エタノール エタノール １０ｍＬ 大和薬品工業 16.90

エタノールワコー エタノール １０ｍＬ ワコーケミカル 16.90

エタノール「東豊」 エタノール １０ｍＬ 東豊薬品 16.90

エタノール「ＮＰ」 エタノール １０ｍＬ ニプロ 16.90

131 不採算 消毒用エタノール「アマカス」 消毒用エタノール １０ｍＬ 甘糟化学産業 15.60

消毒用エタノール 消毒用エタノール １０ｍＬ 兼一薬品工業 15.60

消毒用エタノール「コザカイ・Ｍ」 消毒用エタノール １０ｍＬ 小堺製薬 15.60

消毒用エタノール「三恵」 消毒用エタノール １０ｍＬ 三恵薬品 15.60

消毒用エタノール　シオエ 消毒用エタノール １０ｍＬ シオエ製薬 15.60

消毒用エタノール「司生堂」 消毒用エタノール １０ｍＬ 司生堂製薬 15.60

消毒用エタノール「タイセイ」 消毒用エタノール １０ｍＬ 大成薬品工業 15.60

消毒用エタノール 消毒用エタノール １０ｍＬ タツミ薬品工業 15.60

消毒用エタノール〈ハチ〉 消毒用エタノール １０ｍＬ 東洋製薬化成 15.60

消毒用エタノール 消毒用エタノール １０ｍＬ 東海製薬 15.60

消毒用エタノール「メタル」 消毒用エタノール １０ｍＬ 中北薬品 15.60

消毒用エタノール「マルイシ」 消毒用エタノール １０ｍＬ 丸石製薬 15.60

消毒用エタノール「ヤクハン」 消毒用エタノール １０ｍＬ ヤクハン製薬 15.60

消毒用エタノール「ヤマゼン」Ｍ 消毒用エタノール １０ｍＬ 山善製薬 15.60

消毒用エタノール「アトル」 消毒用エタノール １０ｍＬ アトルファーマ 15.60

消毒用エタノール「イマヅ」 消毒用エタノール １０ｍＬ 今津薬品工業 15.60

消毒用エタノール「コニシ」 消毒用エタノール １０ｍＬ コニシ 15.60

消毒用エタノール「昭和」（Ｍ） 消毒用エタノール １０ｍＬ 昭和製薬 15.60

消毒用エタノール「タカスギ」 消毒用エタノール １０ｍＬ 高杉製薬 15.60

消毒用エタノール「ニッコー」 消毒用エタノール １０ｍＬ 日興製薬 15.60

消毒用エタノール（ミツマル） 消毒用エタノール １０ｍＬ サンケミファ 15.60
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消毒用エタノール「ヨシダ」 消毒用エタノール １０ｍＬ 吉田製薬 15.60

消毒用エタノール「ケンエー」 消毒用エタノール １０ｍＬ 健栄製薬 15.60

消毒用エタノール「ダイワ」Ｍ 消毒用エタノール １０ｍＬ 大和薬品工業 15.60

消毒用エタノールワコー 消毒用エタノール １０ｍＬ ワコーケミカル 15.60

サラヤ消毒用エタノール 消毒用エタノール １０ｍＬ サラヤ 15.60

消毒用エタノール「トライックス」 消毒用エタノール １０ｍＬ トライックス 15.60

消毒用エタノール「東豊」 消毒用エタノール １０ｍＬ 東豊薬品 15.60

消毒用エタノール「ＮＰ」 消毒用エタノール １０ｍＬ ニプロ 15.60

132 不採算 無水エタノール「アマカス」 無水エタノール １０ｍＬ 甘糟化学産業 17.80

無水エタノール「コザカイ・Ｍ」 無水エタノール １０ｍＬ 小堺製薬 17.80

無水エタノール「三恵」 無水エタノール １０ｍＬ 三恵薬品 17.80

無水エタノール　シオエ 無水エタノール １０ｍＬ シオエ製薬 17.80

無水エタノール「司生堂」 無水エタノール １０ｍＬ 司生堂製薬 17.80

無水エタノール「タイセイ」 無水エタノール １０ｍＬ 大成薬品工業 17.80

無水エタノール 無水エタノール １０ｍＬ タツミ薬品工業 17.80

無水エタノール〈ハチ〉 無水エタノール １０ｍＬ 東洋製薬化成 17.80

無水エタノール 無水エタノール １０ｍＬ 東海製薬 17.80

無水エタノール「マルイシ」 無水エタノール １０ｍＬ 丸石製薬 17.80

無水エタノール「ヤクハン」 無水エタノール １０ｍＬ ヤクハン製薬 17.80

無水エタノール 無水エタノール １０ｍＬ 山善製薬 17.80

無水エタノール「イマヅ」 無水エタノール １０ｍＬ 今津薬品工業 17.80

無水エタノール「コニシ」 無水エタノール １０ｍＬ コニシ 17.80

無水エタノール「ニッコー」 無水エタノール １０ｍＬ 日興製薬 17.80

無水エタノール（ミツマル） 無水エタノール １０ｍＬ サンケミファ 17.80

無水エタノール「ヨシダ」 無水エタノール １０ｍＬ 吉田製薬 17.80

無水エタノール「ケンエー」 無水エタノール １０ｍＬ 健栄製薬 17.80

無水エタノール 無水エタノール １０ｍＬ 大和薬品工業 17.80

無水エタノールワコー 無水エタノール １０ｍＬ ワコーケミカル 17.80

無水エタノール「東豊」 無水エタノール １０ｍＬ 東豊薬品 17.80

無水エタノール「ＮＰ」 無水エタノール １０ｍＬ ニプロ 17.80

133 病原生物 サラゾピリン坐剤５００ｍｇ サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１個 ファイザー 117.60

134 不採算 プラスチベース ポリエチレン樹脂・流動パラフィン １０ｇ 大正製薬 47.90
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