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凡　　　例

　：�同額・高額のため加算対象の後発品と
　　はみなさない（除外）品目
　：�他剤形・規格に後発品がある先発医薬品

　本書は，診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）の規定に基づき，使
用薬剤の薬価（薬価基準）の内容及びその保険点数を示したもので，令和３年３月５日
公布の告示（厚生労働省告示第62号）までの告示に基づき編集した ｡

〔本書の構成〕
　第１部　内用薬，第２部　注射薬，第３部　外用薬，第４部　歯科用薬剤の順に記載し，
巻末に薬効別分類表を付した。
　　商品名の先頭に付されたマークは，次のような内容を示す。
　　○経：令和４年３月31日までが使用期限の告示品目（経過措置品目）
　　　：令和３年９月30日までが使用期限の告示品目（経過措置品目）
　　　：診療報酬点数表における後発医薬品
　　　：同規格内に後発品がある先発医薬品
　　　：同規格内に後発品がない先発医薬品
　　　：同規格内により安価な後発品が存在し，先発品に準ずる扱いとなる医薬品（準先発品）
　　☆：より安価な後発品が存在しない先発医薬品

〔品目の配列〕
　１�．品目は，すべて 50音順に配列した。局方名で収載されているものの該当製剤（販売名）
も 50音順に配列し，○局の表示をした。例えば，局方名「チアミン塩化物塩酸塩注射液」
の該当製剤である「○局メタボリンG注射液10mg」は「メ」の項に記載した。

　２�．品名の頭に強力，濃厚，注射用等の文字が冠してあるものは，それらの文字を除いて
も索引できるように，それぞれ50音の個所に再掲した。例えば「注射用フトラフール400」
は，｢チ」の項に記載するとともに「フ」の項にも「フトラフール 400〔注射用〕」とし
て再掲した。また，公定書医薬品名に別名がある等で，日常の請求事務に慣用的に使用
される一部品目については，その別名（通称名）でも索引できるように再掲した。

　３�．薬価基準告示で品名の先頭に※印のある品目（製造販売承認の品名では，他社の品目
と区別ができない品目）は，本書では品名の後ろに＊印を付し，次に会社名を加えた。

〔会社名の表記〕
　会社名は，２社以上をイコール（＝）で結んで表記している場合，先頭が製造販売承認取
得会社，それ以降は販売会社であることを示す。
　　　　例）アイウエオ錠（Ａ社＝Ｂ社＝Ｃ社）
　　　　　　　　製造販売承認取得会社　　　　　販売会社

〔本書の記号・略号〕
〔○局〕第17改正日本薬局方収載品目　　〔　〕低価格のため統一名収載となった局方品
〔□局〕銘柄収載日本薬局方収載品目　　〔〇統〕統一名収載品目　　〔生〕生物学的製剤
〔毒〕毒薬　　〔劇〕劇薬　　〔麻〕麻薬　　〔覚〕覚醒剤原料　　〔向〕向精神薬
〔Aq〕注射用水の価格を加算できるもの　　
　ただし，劇薬のマークが付された品目であっても，散剤，細粒剤，顆粒剤であって，１服
用単位ごとに分包化されたものは，劇薬から除外される場合もあるので，留意されたい。
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〔点数欄〈注射薬〉〕
　１．注射薬については，注射料算定方式に基づき該当する点数を示した。
　２�．記載された規格単位そのままで使用されないもの，処置・手術料又は麻酔料などに含
まれるものについては点数欄は原則として空欄とした。

　３�．注射薬で，特に表示のないものは皮内，皮下及び筋肉内注射（外来）の点数を示し，
〔静〕は静脈注射（外来）の点数を示す。筋注及び静注の両方に使用される薬剤は，い
ずれか一方の点数を示した。

　４�．溶解剤の価格が加算されるもの，麻薬加算のあるものについては，〔Aq〕，〔麻〕等の
表示をしてその点数を示した。ただし，用量が一定しない品目で　Aq　加算が適当と思
われるものについては〔Aq〕または〔静　Aq〕の表示のみをして点数は空欄とした。

〔薬　価　欄〕
　この欄には，薬価基準価格のほかに，医療機関等において加算の調剤料を算定できる麻薬，
覚醒剤原料，向精神薬及び毒薬であることを示す，麻，覚，向，毒のマークを付した。
〔備　考　欄〕
　この欄には，下記のものを記載した。
　１�．同種の薬剤のうち，診療報酬上の後発品と，それに関連する代表薬がある場合，

に続きその名称を示した（便宜上，後発医薬品を代表薬としている場合もある）。なお，
表記は参考情報であり，代替の可否等を含め，実際の処方・調剤にあたっては最新の添
付文書等を参照されたい。

　２�．薬効──添付文書に標榜された薬効のほか，「日本標準商品分類」の「医薬品の項」
で分類されている薬効等をカッコ付きで示した。二つ以上の薬効のあるものは，その主
要と思われるものを記載した。従って，ここに記載された薬効は，その医薬品の有して
いる薬効の全てではない。

　３．慣用的に使用される一部の医薬品の略称──ゴシック体で表示。
　４．巻末の薬効別分類表と対応する一般名（配合剤等にあっては，「パップ剤」等，その

内容や性状を表す通称を含む）と薬効分類番号（４桁分類）。番号が複数ある場合，承
認等に基づくものを先頭に記載した。

〔薬効別分類表について〕
　１�．本表は，原則として日本標準商品分類に拠ったが，使用実態に合わせるため一部修正
し４桁分類で表示してある。

　２．局方名及び一般名は太字で示し，それぞれの該当製剤を細字で示した。
〔薬価基準について〕
　内用，注射，外用共に使用されているものについては使用頻度の多いと思われる一方（内用，
注射，外用のいずれかの部）に収載した。従って共通使用品目で当該使用部に収載されてい
ない場合は他部の当該品目の項によることができる。ただし，歯科用薬剤は原則として一般
用薬剤としての使用は認められないが，一般用薬剤を歯科用薬剤として使用した場合は，他
部の当該項目の項によることができる。
　薬価基準は，消費税を含んだ価格で告示されている（内税）。
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ない場合は他部の当該品目の項によることができる。ただし，歯科用薬剤は原則として一般
用薬剤としての使用は認められないが，一般用薬剤を歯科用薬剤として使用した場合は，他
部の当該項目の項によることができる。
　薬価基準は，消費税を含んだ価格で告示されている（内税）。

304薬価基準_新日本前付.indd   4 2021/03/05   8:57

　なお，令和３年度薬価基準において，後発医薬品の数量シェア換算における分類（下記＊
参照）の対応は以下の通りである。
　　　　　分類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）
　　＋　　分類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）
　　　　　分類３　：後発医薬品
　　　　　�「★」印が付されたもの（先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品）
　　☆　　�「☆」印が付されたもの（後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和３年度改定で基礎的医薬品とされた先発品を除く
したがって，本書における換算率の計算は，
　後発医薬品の数量シェア（置換え率）
　　　　　�　　　　　　　〔後発医薬品の数量〕
　　＝
　　　�（〔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）〕）
　　　　　　　　　�　　　　〔　�で分類される品目の数量〕
　　＝
　　　�（〔　�および　�で分類される品目の合計数量〕＋〔　�で分類される品目の数量〕）

＊�厚生労働省ＨＰ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について
（令和３年４月 1日適用）」

　
　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，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），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。ただし，全ての
後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。後発医薬品と
同額又は薬価が低いものについては，「☆」印を付しています。）と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，「★」印を付しています。）として分類
しています。なお，昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品及び令和３年度薬価基
準改定における「基礎的医薬品」の対象成分については，「各先発医薬品の後発医薬品の
有無に関する情報」は空欄となっています。
　�「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」（厚生労働省平成25年4月5日）
に基づく後発医薬品の数量シェア（置換え率）※における『後発医薬品のある先発医薬
品』が２で分類される品目であり，『後発医薬品』が３で分類される品目であるため，置
換え率を算出する際には，こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア（置換え率）
　＝〔後発医薬品の数量〕／（〔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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�アイクルシグ　　錠　15mg 大 塚 製 薬 15mg1錠 劇  6,428.40 （抗悪性腫瘍剤）
ポナチニブ塩酸塩 4291

�アイスフラット　懸濁用配合　

 顆粒
長 生 堂 ＝ 日 本
ジェネリック 1ｇ 6.50

椅マーロックス（消化性潰瘍・胃
炎治療剤）

水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウ
ム 2349J

�アイセントレス　　錠　400mg
Ｍ Ｓ Ｄ

400mg1錠 劇  1,582.40 （ＨＩＶインテグラーゼ阻害剤）
ラルテグラビルカリウム 6250i�　〃　　　錠　600mg 600mg1錠 劇  1,582.40

� �アイトロール　　錠　10mg トーアエイヨー
＝アステラス

10mg1錠 10.10 椅アイトロール（狭心症治療用
ＩＳＭＮ製剤）

一硝酸イソソルビド 2171� �　〃　　　錠　20mg 20mg1錠 12.00

�ＩＮ（Ａ）Ｈ 1ｇ 8.80 （結核化学療法剤）
イソニアジド 6222

�ＩＮ（Ａ）Ｈ 100mg1錠 9.80 （結核化学療法剤）
イソニアジド 6222

�アイピーディ　　カプセル　50
大 鵬 薬 品

50mg1� 25.60 椅アイピーディ（アレルギー性疾
患治療剤）

スプラタストトシル酸塩 4490
�　〃　　　カプセル　100 100mg1� 29.00
�　〃 　ドライシロップ5% 5%1ｇ 39.30

� �アイミクス　配合　錠　ＨＤ 大日本住友＝塩
野義 1錠 劇  108.60

椅アイミクス（長時間作用型
ＡＲＢ/持続性Ｃa拮抗薬配合剤）

イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配
合剤 2149T

� �アイミクス　配合　錠　ＬＤ 大日本住友＝塩
野義 1錠 劇  95.10

椅アイミクス（長時間作用型
ＡＲＢ/持続性Ｃa拮抗薬配合剤）

イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配
合剤 2149T

� �アーガメイト　89.29%　顆粒　5.6ｇ 三和化学＝アス
テラス

89.29%1ｇ 11.00 椅カリメート（高カリウム血症改善
剤）

ポリスチレンスルホン酸カルシウム 2190i� �　〃　　20%　ゼリー　25ｇ 20%25ｇ1個 68.40

� �アカルボース　50mg　錠 50mg1錠 9.50
椅グルコバイ（食後過血糖改善剤）

アカルボース 3969i
� �　〃 　50mg　口腔内崩壊　錠 50mg1錠 9.50
� �　〃　　100mg　錠 100mg1錠 16.60
� �　〃 　100mg　口腔内崩壊　錠 100mg1錠 16.60
� �アカルボース　　錠　50mg「サワイ」

沢 井
50mg1錠 9.50 椅グルコバイ（食後過血糖改善剤）

アカルボース 3969i� �　〃　　　錠　100mg「サワイ」 100mg1錠 16.60
� �アカルボース　　錠　50mg「テバ」

武田テバファー
マ＝武田

50mg1錠 9.50
椅グルコバイ（食後過血糖改善剤）

アカルボース 3969i
� �　〃 　ＯＤ錠50mg「テバ」 50mg1錠 9.50
� �　〃　　　錠　100mg「テバ」 100mg1錠 16.60
� �　〃 　ＯＤ錠100mg「テバ」 100mg1錠 16.60

品　　　　　　　　　　名 会　社　名 規 格 ・ 単 位 薬　価 備　　　　　　　　　　考

ア

内・あ

1―　　―

第１部　内　用　薬
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� �アカルボース　　錠　50mg「日医工」
日 医 工

50mg1錠 9.50 椅グルコバイ（食後過血糖改善剤）
アカルボース� 3969i� �　〃　　　錠　100mg「日医工」 100mg1錠 16.60

� �アカルボース　　錠　50mg「ＪＧ」 日 本 ジ ェ ネ
リック

50mg1錠 9.50 椅グルコバイ（食後過血糖改善剤）
アカルボース� 3969i� �　〃　　　錠　100mg「ＪＧ」 100mg1錠 16.60

� �アカルボース　　錠　50mg「ＮＳ」
日 新 製 薬

50mg1錠 9.50 椅グルコバイ（食後過血糖改善剤）
アカルボース� 3969i� �　〃　　　錠　100mg「ＮＳ」 100mg1錠 16.60

� �アカルボース　　錠　50mg「ＹＤ」 陽進堂＝第一三
共エスファ

50mg1錠 9.50 椅グルコバイ（食後過血糖改善剤）
アカルボース� 3969i� �　〃　　　錠　100mg「ＹＤ」 100mg1錠 16.60

�アキネトン　　細粒　1%
大 日 本 住 友

1%1ｇ 26.30 椅アキネトン（抗パーキンソン剤）
ビペリデン塩酸塩� 1162　　〃　　　錠　1mg 1mg1錠 5.70

�アキョウ 10ｇ 143.60 （生薬）アキョウ� 5100

�アキョウ　ダイコーＭ 大 晃 10ｇ 143.60 （生薬）アキョウ� 5100

　アクセノン　　末 大 日 本 住 友 1ｇ 79.80 （抗てんかん剤）エトトイン� 1132

� �アクタリット　100mg　錠 100mg1錠 22.70
椅オークル/モーバー（抗リウマ
チ剤）
アクタリット� 1149i

� �アクタリット　

� 錠

100mg「サワイ」 沢 井

100mg1錠 22.70
椅オークル/モーバー（抗リウマ
チ剤）
アクタリット� 1149i

100mg「ＴＯＡ」
東亜薬品＝武田
テバファーマ＝
武田

� �アクトス　　錠　15

武田テバ薬品＝
武田

15mg1錠 54.10
椅アクトス（インスリン抵抗性改善
剤‐2型糖尿病治療剤‐）

ピオグリタゾン塩酸塩� 3969i

�　　〃　　ＯＤ　錠　15 15mg1錠 54.10
� �　〃　　　錠　30 30mg1錠 100.50
�　　〃　　ＯＤ　錠　30 30mg1錠 100.50
� �アクトネル　　錠　2.5mg ＥＡファーマ＝

エーザイ
2.5mg1錠 劇�� 76.90 椅アクトネル/ベネット（骨粗鬆症

治療剤）
リセドロン酸ナトリウム水和物� 3999i� �　〃　　　錠　75mg 75mg1錠 劇��1,981.50

� �アクトネル　　錠　17.5mg ＥＡファーマ＝
エーザイ 17.5mg1錠 劇�� 452.50

椅アクトネル/ベネット（骨粗鬆症
・骨ページェット病治療剤）
リセドロン酸ナトリウム水和物� 3999i

�アグリリン　　カプセル　0.5mg 武 田 0.5mg1� 劇�� 788.70 （本態性血小板血症治療剤）アナグレリド塩酸塩水和物� 4299i

　アクロマイシン　Ｖ　カプセル　50mg
サ ン フ ァ ー マ

50mg1� 8.30 （ＴＣ系抗生物質）
テトラサイクリン塩酸塩� 6152　　〃� 　Ｖカプセル250mg 250mg1� 11.90

　アコニンサン　　錠 三和生薬＝化研
生薬 166.67mg　1錠 5.70 （鎮痛，強心，利尿薬）ブシ末� 5900

�アコファイド　　錠　100mg ゼ リ ア 100mg1錠 35.70 （機能性ディスペプシア（ＦＤ）治療剤）アコチアミド塩酸塩水和物� 2399i

�アサコール　　錠　400mg ゼ リ ア 400mg1錠 58.30
椅アサコール/ペンタサ（潰瘍性
大腸炎治療剤）

メサラジン� 2399i

�アザチオプリン　　錠 50mg1錠 109.10 （免疫抑制剤）アザチオプリン� 3999i

�アザニン　　錠　50mg 田 辺 三 菱 50mg1錠 113.30 （免疫抑制剤）アザチオプリン� 3999i

�アザルフィジン　ＥＮ　錠　250mg
あ ゆ み 製 薬

250mg1錠 28.50 椅アザルフィジン/サラゾピリン
（抗リウマチ剤）
サラゾスルファピリジン� 6219i�　〃　　ＥＮ　錠　500mg 500mg1錠 44.20

� �アシクロビル　40%　顆粒 40%1ｇ 52.50 椅ゾビラックス（抗ウイルス化学療
法剤）

アシクロビル� 6250i
� �　〃　　200mg　錠 200mg1錠 27.30
� �　〃　　400mg　錠 400mg1錠 42.60
� �アシクロビル　　顆粒　40%「サワイ」

沢 井

40%1ｇ 52.50
椅ゾビラックス（抗ウイルス化学療
法剤）

アシクロビル� 6250i

� �　〃　　　錠　200mg「サワイ」 200mg1錠 27.30
� �　〃　　　錠　400mg「サワイ」 400mg1錠 42.60
� �　〃　　　ＤＳ　80%「サワイ」 80%1ｇ 161.80
� �アシクロビル　　顆粒　40%「タカタ」

高 田
40%1ｇ 99.20 椅ゾビラックス（抗ウイルス化学療

法剤）
アシクロビル� 6250i� �　〃� 　シロップ8%「タカタ」 8%1� 24.70

� �アシクロビル　　顆粒　40%「テバ」 武田テバ薬品＝
武田テバファー
マ＝武田

40%1ｇ 52.50 椅ゾビラックス（抗ウイルス化学療
法剤）

アシクロビル� 6250i
� �　〃　　　錠　200mg「テバ」 200mg1錠 27.30
� �　〃　　　錠　400mg「テバ」 400mg1錠 42.60
� �アシクロビル　　顆粒　40%「トーワ」

東 和 薬 品
40%1ｇ 52.50 椅ゾビラックス（抗ウイルス化学療

法剤）
アシクロビル� 6250i

� �　〃　　　錠　200mg「トーワ」 200mg1錠 27.30
� �　〃　　　錠　400mg「トーワ」 400mg1錠 42.60
� �アシクロビル　　顆粒　40%「日医工」

日 医 工

40%1ｇ 52.50

椅ゾビラックス（抗ウイルス化学療
法剤）

アシクロビル� 6250i

� �　〃　　　錠　200mg「日医工」 200mg1錠 27.30
� �　〃　　　錠　400mg「日医工」 400mg1錠 42.60
�　　〃� 　内服ゼリー 200mg「日医工」 200mg1包 157.30
�　　〃� 　内服ゼリー 800mg「日医工」 800mg1包 429.30
� �アシクロビル　　顆粒　40%「ＣＨ」

長生堂＝日本
ジェネリック

40%1ｇ 52.50 椅ゾビラックス（抗ウイルス化学療
法剤）

アシクロビル� 6250i
� �　〃　　　錠　200mg「ＣＨ」 200mg1錠 27.30
� �　〃　　　錠　400mg「ＣＨ」 400mg1錠 42.60
� �アシクロビル　

� 顆粒40%「ＭＥＥＫ」小 林 化 工 ＝
Ｍ ｅ ｉ ｊ ｉ
Ｓｅｉｋａ

40%1ｇ 99.20
椅ゾビラックス（抗ウイルス化学療
法剤）

アシクロビル� 6250i
� �　〃　　　錠　200mg「ＭＥＥＫ」 200mg1錠 27.30
� �　〃　　　錠　400mg「ＭＥＥＫ」 400mg1錠 42.60
� �　〃� 　シロップ8%「ＭＥＥＫ」 8%1� 24.70
� �アシクロビル　

� 錠200mg「ファイザー」マイラン＝ファイザー
200mg1錠 27.30 椅ゾビラックス（抗ウイルス化学療

法剤）
アシクロビル� 6250i� �　〃� 　錠400mg「ファイザー」 400mg1錠 42.60

� �アシクロビル　　ＤＳ　80%「ＮＫ」 日 本 化 薬 80%1ｇ 161.80
椅ゾビラックス（抗ウイルス化学療
法剤）

アシクロビル� 6250i

� �アジスロマイシン　250mg　錠 250mg1錠 58.50
椅ジスロマック（15員環マクロライ
ド系抗生物質）
アジスロマイシン水和物� 6149i

�アジスロマイシン　

� 細粒小児用10%「トーワ」
東 和 薬 品

100mg1ｇ 79.70 椅ジスロマック（15員環マクロライ
ド系抗生物質）
アジスロマイシン水和物� 6149i

�　〃� 　錠250mg「トーワ」 250mg1錠 71.80
�　〃� 　錠500mg「トーワ」 500mg1錠 166.30
�アジスロマイシン　

� 細粒小児用10%「ＪＧ」長生堂＝日本
ジェネリック

100mg1ｇ 120.40 椅ジスロマック（15員環マクロライ
ド系抗生物質）
アジスロマイシン水和物� 6149i

�　〃　　　錠　250mg「ＪＧ」 250mg1錠 71.80
�　〃� 　カプセル小児用100mg「ＪＧ」 100mg1� 85.00
�アジスロマイシン　

� 細粒小児用10%「ＴＣＫ」
辰 巳

100mg1ｇ 93.20 椅ジスロマック（15員環マクロライ
ド系抗生物質）
アジスロマイシン水和物� 6149i

�　〃� 　錠250mg「ＴＣＫ」 250mg1錠 109.50
�　〃� 　カプセル小児用100mg「ＴＣＫ」 100mg1� 91.00

品　　　　　　　　　　名 会　社　名 規 格 ・ 単 位 薬　価 備　　　　　　　　　　考 品　　　　　　　　　　名 会　社　名 規 格 ・ 単 位 薬　価 備　　　　　　　　　　考
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�アジスロマイシン　

� 細粒小児用10%「ＹＤ」
陽 進 堂

100mg1ｇ 120.40 椅ジスロマック（15員環マクロライ
ド系抗生物質）
アジスロマイシン水和物� 6149i

�　〃　　　錠　250mg「ＹＤ」 250mg1錠 71.80
�　〃� 　カプセル小児用100mg「ＹＤ」 100mg1� 91.00

�アジスロマイシン　　細粒　

� 10%小児用「ＫＮ」
小林化工＝ニプ
ロＥＳ 100mg1ｇ 79.70

椅ジスロマック（15員環マクロライ
ド系抗生物質）
アジスロマイシン水和物� 6149i

� �アジスロ
� マイシン　錠

250mg「アメル」 共 和 薬 品
250mg1錠 58.50

椅ジスロマック（15員環マクロライ
ド系抗生物質）
アジスロマイシン水和物� 6149i

250mg「ＫＮ」 小林化工＝ニプ
ロＥＳ

�アジスロ
� マイシン　錠

250mg「サワイ」 沢 井

250mg1錠 71.80
椅ジスロマック（15員環マクロライ
ド系抗生物質）
アジスロマイシン水和物� 6149i

250mg「ＤＳＥＰ」 全星＝第一三共
エスファ

250mg「ＮＰ」 ニ プ ロ

250mg「Ｆ」 富士製薬＝ケミ
ファ

�アジスロマイシン　

� 錠250mg「日医工」日 医 工
250mg1錠 77.20 椅ジスロマック（15員環マクロライ

ド系抗生物質）
アジスロマイシン水和物� 6149i�　〃� 　錠500mg「日医工」 500mg1錠 183.90

�アジスロ
� マイシン　錠

250mg「ＣＨＭ」 ケミックス＝昭
和薬化

250mg1錠 77.20
椅ジスロマック（15員環マクロライ
ド系抗生物質）
アジスロマイシン水和物� 6149i250mg「テバ」

武田テバ薬品＝
武田テバファー
マ＝武田

�アジスロマイシン　

� 小児用細粒10%「タカタ」
高 田

100mg1ｇ 79.70 椅ジスロマック（15員環マクロライ
ド系抗生物質）
アジスロマイシン水和物� 6149i

�　〃� 　小児用錠100mg「タカタ」 100mg1錠 55.90
�　〃� 　錠250mg「タカタ」 250mg1錠 71.80
�アシテア　

� ダニ舌下錠100単位（ＩＲ）塩 野 義
100IR1錠 70.00 （減感作療法薬（アレルゲン免疫療法

薬））
アレルゲン� 4490�　〃� 　ダニ舌下錠300単位（ＩＲ） 300IR1錠 214.30

�アシドレス　配合　内服液 中北＝カイゲン
ファーマ 10� 10.90

椅マーロックス（制酸・消化性潰
瘍・胃炎治療剤）
水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウ
ム� 2349J

�アシノン　　錠　75mg
ゼ リ ア

75mg1錠 15.70 椅アシノン（Ｈ2受容体拮抗剤）
ニザチジン� 2325�　〃　　　錠　150mg 150mg1錠 24.70

　アジャスト　Ａコーワ　錠　40mg 興 和 40mg1錠 5.90 椅アジャスト（緩下剤）
センナエキス� 2354

�アジルバ　　錠　10mg
武 田

10mg1錠 93.80
（持続性ＡＴ1レセプターブロッカー）
アジルサルタン� 2149i

�　〃　　　錠　20mg 20mg1錠 140.20
�　〃　　　錠　40mg 40mg1錠 210.20
�アジレクト　　錠　0.5mg

武 田
0.5mg1錠 劇�� 519.70 （パーキンソン病治療剤）

ラサギリンメシル酸塩� 1169i�　〃　　　錠　1mg 1mg1錠 劇�� 963.60

�アズクレニン　Ｓ配合　顆粒 長生堂＝日本
ジェネリック 1ｇ 6.50

椅マーズレン（消炎性抗潰瘍剤）
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ‐グ
ルタミン� 2329T

�アスコルビン酸 1ｇ 7.30
（ビタミンＣ製剤）
アスコルビン酸� 3140i�　〃　　　散 10%1ｇ 7.50

�　〃　　　散 20%1ｇ 7.60

�アスコルビン酸　＊（岩城） 岩 城 1ｇ 8.60 （ビタミンＣ製剤）アスコルビン酸� 3140i

�アスコルビン酸　「ケンエー」 健 栄 1ｇ 7.50 （ビタミンＣ製剤）アスコルビン酸� 3140i

�アスコルビン酸　「ニッコー」 日興製薬＝中北 1ｇ 7.30 （ビタミンＣ製剤）アスコルビン酸� 3140i

� �アスコルビン酸　＊（山善） 山 善 1ｇ 8.60 （ビタミンＣ製剤）アスコルビン酸� 3140i

�アスコルビン酸　「ヨシダ」 吉 田 製 薬 1ｇ 8.00 （ビタミンＣ製剤）アスコルビン酸� 3140i

�アスコルビン酸　　原末　「マルイシ」 丸 石 1ｇ 7.50 （ビタミンＣ製剤）アスコルビン酸� 3140i

� �アズサレオン　　錠　10 シ オ ノ 10mg1錠 14.10
椅アレジオン（アレルギー性疾患治
療剤）

エピナスチン塩酸塩� 4490

� �アズサレオン　　錠　20 シ オ ノ 20mg1錠 27.70
椅アレジオン（アレルギー性疾患治
療剤）

エピナスチン塩酸塩� 4490

�アストーマ　配合　カプセル 日 医 工 1� 5.50
椅アストーマ（鎮咳剤）
ジプロフィリン・メトキシフェナミン配合剤
� 2229K

� �アストマリ　　細粒　10%
鶴 原

10%1ｇ 劇�� 7.60 椅メジコン（鎮咳剤）
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
� 2223� �　〃　　　錠　15mg 15mg1錠 5.70

�アストミン　　散　10%
オ ー フ ァ ン
パシフィック

10%1ｇ 劇�� 35.90
椅アストミン（鎮咳剤）
ジメモルファンリン酸塩� 2229i☆　〃　　　錠　10mg 10mg1錠 5.70

�　〃　　　シロップ　0.25% 0.25%1� 3.90

�アズノール　　錠　2mg 日 本 新 薬 2mg1錠 5.90
椅アズノール（表在性炎症疾患治
療剤）

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
� 2323/226

　アスパラ　配合　錠 田辺三菱＝ニプ
ロＥＳ （150mg）1錠 5.90

（Ｋ，Ｍgアスパルテート製剤）
Ｌ‐アスパラギン酸カリウム・Ｌ‐アスパラギ
ン酸マグネシウム� 3229J

　アスパラ　‐ＣＡ　錠　200 ニ プ ロ Ｅ Ｓ 1錠 5.70
椅アスパラ（Ｃaアスパルテート製
剤）

Ｌ‐アスパラギン酸カルシウム水和物� 3214

　アスパラカリウム　　散　50%
ニ プ ロ Ｅ Ｓ

50%1ｇ 6.50 椅アスパラカリウム（Ｋアスパル
テート製剤）

Ｌ‐アスパラギン酸カリウム� 3229i　　〃　　　錠　300mg 300mg1錠 5.90

�アスピリン 10ｇ 33.30 （解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤）アスピリン� 1143/3399

�アスピリン　「ケンエー」 健 栄 10ｇ 35.60 （解熱鎮痛消炎剤）アスピリン� 1143

�アスピリン　「日医工」 日 医 工 10ｇ 33.30 （解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤）アスピリン� 1143/3399

�アスピリン　「ホエイ」 マイラン＝ファ
イザー 10ｇ 35.60 （抗リウマチ・鎮痛・解熱剤）アスピリン� 1143/3399

�アスピリン ＊（山善） 山 善 10ｇ 35.60 （解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤）アスピリン� 1143/3399「ヨシダ」 吉 田 製 薬

�アスピリン　　原末　「マルイシ」 丸 石 10ｇ 35.60 （解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤）アスピリン� 1143/3399

�アスピリン　

� 腸溶錠
100mg「ＺＥ」 全 星 ＝ 沢 井

100mg1錠 5.70 椅バイアスピリン（抗血小板剤）
アスピリン� 3399i

100mg「トーワ」 東 和 薬 品
100mg「日医工」 日 医 工

品　　　　　　　　　　名 会　社　名 規 格 ・ 単 位 薬　価 備　　　　　　　　　　考 品　　　　　　　　　　名 会　社　名 規 格 ・ 単 位 薬　価 備　　　　　　　　　　考
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�アスピリン　

� 腸溶錠

100mg「ＪＧ」 日 本 ジ ェ ネ
リック

100mg1錠 5.70 椅バイアスピリン（抗血小板剤）
アスピリン� 3399i100mg

� 「ファイザー」
マイラン＝ファ
イザー

�アスファネート　配合　錠　Ａ81 中 北 81mg1錠 5.70 椅バファリン（抗血小板剤）
アスピリン・ダイアルミネート� 3399J

� �アスペノン　　カプセル　10
バ イ エ ル

10mg1� 劇�� 34.90 椅アスペノン（不整脈治療剤）
アプリンジン塩酸塩� 2129i� �　〃　　　カプセル　20 20mg1� 劇�� 53.80

　アスベリン　　散　10% ニ プ ロ Ｅ Ｓ 10%1ｇ 8.90 （鎮咳剤）チペピジンヒベンズ酸塩� 2249i

�アスベリン　　錠　10
ニ プ ロ Ｅ Ｓ

10mg1錠 9.80 （鎮咳剤）
チペピジンヒベンズ酸塩� 2249i�　〃　　　錠　20 20mg1錠 9.80

　アスベリン　　シロップ　0.5%
ニ プ ロ Ｅ Ｓ

0.5%10� 15.10
（鎮咳剤）
チペピジンヒベンズ酸塩� 2249i　　〃　　　シロップ　「調剤用」2% 2%1� 6.50

　　〃　　　ドライシロップ　2% 2%1ｇ 6.50

�アズレン　　顆粒　1%「ツルハラ」 鶴 原 1%1ｇ 6.30
椅アズノール（胃炎・胃潰瘍治療
剤）

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物� 2323

�アズレン　　錠　2mg「ツルハラ」 鶴 原 2mg1錠 5.10
椅アズノール（胃炎・胃潰瘍治療・
抗炎症含嗽剤）

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
� 2323/226

�アズレンスルホン酸
�ナトリウム・　Ｌ‐グルタミン　配合　

� 顆粒　「クニヒロ」
皇 漢 堂 1ｇ 6.50

椅マーズレン（消炎性抗潰瘍剤）
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ‐グ
ルタミン� 2329T

�アズロキサ　　顆粒　2.5% 寿 ＝
ＥＡファーマ

2.5%1ｇ 53.80 （胃潰瘍治療剤）
エグアレンナトリウム水和物� 2323�　〃　　　錠　15mg 15mg1錠 41.60

�アセタゾラミド 1ｇ 94.80 （炭酸脱水酵素抑制剤）アセタゾラミド� 2134

�アセタノール　　カプセル　100
サ ノ フ ィ

100mg1� 劇�� 13.30 （高血圧・狭心症・不整脈治療剤）
アセブトロール塩酸塩� 2123�　〃　　　カプセル　200 200mg1� 劇�� 24.10

�アセチルシステイン　　内用液　

� 17.6%「あゆみ」
あ ゆ み 製 薬 17.6%1� 95.40 （アセトアミノフェン中毒解毒剤）アセチルシステイン� 3929i

�アセチルスピラマイシン　　錠　100
ア ス ペ ン

100mg1錠 26.10 （抗生物質製剤）
スピラマイシン酢酸エステル� 6142�　〃　　　錠　200 200mg1錠 42.40

�アセトアミノフェン 1ｇ 劇�� 7.30 椅カロナール（解熱鎮痛剤）
アセトアミノフェン� 1141

�アセトアミノフェン　〈ハチ〉 東洋製化＝小野
＝健栄＝丸石 1ｇ 劇�� 7.30 椅カロナール（解熱鎮痛剤）

アセトアミノフェン� 1141

�アセトアミノフェン　「ヨシダ」 吉 田 製 薬 1ｇ 劇�� 7.50 椅カロナール（解熱鎮痛剤）
アセトアミノフェン� 1141

�アセトアミノフェン　

� 原末「マルイシ」

丸 石

1ｇ 劇�� 7.30

椅カロナール（解熱鎮痛剤）
アセトアミノフェン� 1141

�　〃� 　細粒20%「マルイシ」 20%1ｇ 劇�� 7.60
�　〃� 　錠200mg「マルイシ」 200mg1錠 6.20
�　〃� 　錠300mg「マルイシ」 300mg1錠 7.20
�　〃� 　錠500mg「マルイシ」 500mg1錠 劇�� 8.20
�アセトアミノフェン　

� 細粒20%「トーワ」東 和 薬 品
20%1ｇ 劇�� 7.60 椅カロナール（解熱鎮痛剤）

アセトアミノフェン� 1141
�　〃� 　錠200mg「トーワ」 200mg1錠 6.20

�アセトアミノフェン　　細粒　

� 20%（ＴＹＫ）

武田テバ薬品＝
武田テバファー
マ＝武田

20%1ｇ 劇�� 7.60 椅カロナール（解熱鎮痛剤）
アセトアミノフェン� 1141

�アセトアミノフェン　

� 錠200mg「三和」三 和 化 学
200mg1錠 6.20 椅カロナール（解熱鎮痛剤）

アセトアミノフェン� 1141
�　〃� 　ＤＳ40%「三和」 40%1ｇ 劇�� 9.30

�アセトアミノ
� フェン　錠

200mg「タカタ」 高 田
200mg1錠 6.70 椅カロナール（解熱鎮痛剤）

アセトアミノフェン� 1141200mg「武田テバ」 武田テバファー
マ＝武田

�アセトアミノ
� フェン　錠

200mg「ＴＣＫ」 辰 巳
200mg1錠 6.20 椅カロナール（解熱鎮痛剤）

アセトアミノフェン� 1141200mg「ＮＰ」 ニ プ ロ

�アセトアミノフェン　

� シロップ小児用2%「トーワ」東 和 薬 品
2%1� 劇�� 4.70 椅カロナール（小児用解熱鎮痛剤）

アセトアミノフェン� 1141
�　〃� 　ＤＳ小児用20%「トーワ」 20%1ｇ 劇�� 8.60
�アセトアミノフェン　　ＤＳ　

� 小児用20%「三和」
三 和 化 学 20%1ｇ 劇�� 8.30 椅カロナール（小児用解熱鎮痛剤）

アセトアミノフェン� 1141

�アセトアミノフェン　　ＤＳ　

� 小児用20%「タカタ」
高 田 20%1ｇ 劇�� 8.60 椅カロナール（小児用解熱鎮痛剤）

アセトアミノフェン� 1141

�アセトアミノフェン　

� 「ファイザー」　原末
マイラン＝ファ
イザー 1ｇ 劇�� 7.30 椅カロナール（解熱鎮痛剤）

アセトアミノフェン� 1141

�アセトアミノフェン　

� 「ＪＧ」原末
長生堂＝日本
ジェネリック

1ｇ 劇�� 7.50
椅カロナール（解熱鎮痛剤）
アセトアミノフェン� 1141

�　〃� 　細粒20%「ＪＧ」 20%1ｇ 劇�� 7.60
�　〃� 　錠200mg「ＪＧ」 200mg1錠 6.20
�　〃� 　錠300mg「ＪＧ」 300mg1錠 7.20
�アゼプチン　　錠　0.5mg

エ ー ザ イ
0.5mg1錠 12.60 椅アゼプチン（アレルギー性疾患

治療剤）
アゼラスチン塩酸塩� 4490�　〃　　　錠　1mg 1mg1錠 13.00

� �アゼラスチン塩酸塩　0.5mg　錠 0.5mg1錠 5.70 椅アゼプチン（アレルギー性疾患
治療剤）

アゼラスチン塩酸塩� 4490� �　〃　　1mg　錠 1mg1錠 5.90

� �アゼラスチン塩酸塩　

� 錠0.5mg「タイヨー」武田テバファーマ＝武田
0.5mg1錠 5.70 椅アゼプチン（アレルギー性疾患

治療剤）
アゼラスチン塩酸塩� 4490� �　〃� 　錠1mg「タイヨー」 1mg1錠 5.90

� �アゼラスチン塩酸塩　　錠　

� 0.5mg「ツルハラ」
鶴 原 0.5mg1錠 5.70

椅アゼプチン（アレルギー性疾患
治療剤）

アゼラスチン塩酸塩� 4490

� �アゼラスチン塩酸塩　

� 錠0.5mg「トーワ」東 和 薬 品
0.5mg1錠 5.70 椅アゼプチン（アレルギー性疾患

治療剤）
アゼラスチン塩酸塩� 4490� �　〃� 　錠1mg「トーワ」 1mg1錠 5.90

� �アゼラスチン塩酸塩　

� 錠0.5mg「日医工」日 医 工
0.5mg1錠 5.70 椅アゼプチン（アレルギー性疾患

治療剤）
アゼラスチン塩酸塩� 4490� �　〃� 　錠1mg「日医工」 1mg1錠 5.90

� �アゼラスチン塩酸塩　

� 錠0.5mg「ＴＣＫ」辰 巳
0.5mg1錠 5.70 椅アゼプチン（アレルギー性疾患

治療剤）
アゼラスチン塩酸塩� 4490� �　〃� 　錠1mg「ＴＣＫ」 1mg1錠 5.90

� �アゼラスチン塩酸塩　　錠　

� 1mg「ツルハラ」
鶴原＝日本ジェ
ネリック 1mg1錠 5.90

椅アゼプチン（アレルギー性疾患
治療剤）

アゼラスチン塩酸塩� 4490

� �アゼルニジピン　

� 錠8mg「ケミファ」
ケミファ＝日本
薬工 8mg1錠 10.10

椅カルブロック（持続性Ｃa拮抗
剤）

アゼルニジピン� 2149i

品　　　　　　　　　　名 会　社　名 規 格 ・ 単 位 薬　価 備　　　　　　　　　　考 品　　　　　　　　　　名 会　社　名 規 格 ・ 単 位 薬　価 備　　　　　　　　　　考

ア ア

あ・内 内・あ
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�ビーゾカイン　歯科用　ゼリー　20% ビ ー ブ ラ ン ド 1ｇ 67.90 椅ハリケイン（歯科用表面麻酔剤）
アミノ安息香酸エチル� 2710g

　ヒノポロン　口腔用　軟膏 昭 和 薬 化 1ｇ 175.90
（歯周疾患治療剤）
ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチ
オール配合剤� 2790e

　プロネス　　パスタ　アロマ 日 本 歯 科 1ｇ 劇�� 89.90
（局所麻酔剤）
アミノ安息香酸エチル・ジブカイン塩酸塩配
合剤� 2710g

�ペリオクリン　歯科用　軟膏 サ ン ス タ ー 10mg0.5ｇ
　�

1シリンジ 609.20 椅ペリオクリン（歯周炎治療剤）
ミノサイクリン塩酸塩� 2760b

� �ペリオフィール　歯科用　軟膏　

� 2%
昭 和 薬 化 10mg0.5ｇ

　�
1シリンジ 406.90 椅ペリオクリン（歯周炎治療剤）

ミノサイクリン塩酸塩� 2760b

　ベンゼトニウム塩化物　　

� うがい液　0.2%「ＫＹＳ」
協和新薬＝昭和
薬化 1� 4.80 （口腔洗浄・含嗽剤）ベンゼトニウム塩化物� 2790j

� �ミノサイクリン塩酸塩　

� 10mg0.5ｇ　軟膏
10mg0.5ｇ　�
1シリンジ 406.90 椅ペリオクリン（歯周炎治療剤）

ミノサイクリン塩酸塩� 2760b

� �ミノサイクリン塩酸塩　

� 歯科用　軟膏　2%「昭和」
昭 和 薬 化 10mg0.5ｇ

　�
1シリンジ 406.90 椅ペリオクリン（歯周炎治療剤）

ミノサイクリン塩酸塩� 2760b

�リグロス　歯科用　液　キット600µg
科 研

600µg1� 21,053.70 （歯周組織再生剤）
トラフェルミン（遺伝子組換え）� 2790e�　〃　　歯科用　液　キット1200µg 1,200µg1� 28,317.80

�リドカイン塩酸塩・
� アドレナリン　1.8�　注射液 1.8�1管 劇�� 66.50 （局所麻酔剤）リドカイン塩酸塩・アドレナリン� 2710b

〔歯科用薬剤終り〕

品　　　　　　　　　　名 会　社　名 規�格 ・ 単�位 薬　価 備　　　　　　　　　　考

歯
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１）本表は，本文中の一般名表記に基づく「薬効別分類表対応　

一般名目次」および「薬効別分類表」からなる。

２）「薬効別分類表対応　一般名目次」では，続く数字と「薬

効別分類表」のページ数を対応させた。したがって，一般名

がわかる場合は目次から，また，薬効分類番号がわかる場合

は直接分類表から，検索することができる。

３）「薬効別分類表」では，各製剤を主たる薬効分類番号別に，

本文に表記された一般名（成分名や局方名等。名称について

は本文凡例も参照されたい）の50音で括り，配列した。ま

た，一般名の括りの中では，規格単位ごとに薬価の高いもの

から順に配列し，同じ薬価の製剤は名称の50音順とした。

４）一般名および規格単位は太字・ゴシック体で示し，各商品

名は細字・明朝体とした。

５）先発・後発等のマークや商品名，会社名は，本文の表記に

準拠した。

６）なお，同じ一般名・規格でまとめられた品目（群）であっ

ても，全ての先発・後発品の対応（代替の可否）は保証され

ない。詳細は最新の添付文書ほか，各種情報を参照されたい。

薬　効　別　分　類　表
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亜鉛華� �869
亜鉛華単軟膏� �869
亜鉛華デンプン� �869
亜鉛華軟膏貼付剤� �869
アガルシダーゼ　アルファ（遺伝子組換え）
� �903

アガルシダーゼ　ベータ（遺伝子組換え）
� �903

アカルボース� �905
アカンプロサートカルシウム� �776
アキシチニブ� �921
アキョウ� �937
アクタリット� �759
アクチノマイシン　Ｄ� �919
アクラルビシン塩酸塩� �920
アクリジニウム臭化物� �832
アクリノール水和物� �864
アクリノール・チンク油� �873
アコチアミド塩酸塩水和物� �847
アザシチジン� �921
アザセトロン塩酸塩� �846
アザチオプリン� �908
亜酸化窒素� �751
アシクロビル� �787,970,971
アジスロマイシン水和物� �787,965
アシタザノラスト水和物� �787
亜硝酸アミル� �820
アジルサルタン� �803
アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩
配合剤� �812

アスコルビン酸� �881
アスコルビン酸・Ｌ ─システイン� �881
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム
� �882

アズトレオナム� �958
アスパラギナーゼ〔Ｌ ─〕� �921
アスパラギン酸カリウム〔Ｌ ─〕� �883
アスパラギン酸カリウム・Ｌ ─アスパラギ
ン酸マグネシウム〔Ｌ ─〕� �884

アスパラギン酸カルシウム水和物〔Ｌ ─〕
� �883

アスピリン� �758,894
アスピリン・ダイアルミネート� �758,897
アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合
剤� �897

アスピリン・ランソプラゾール配合剤��897
アスホターゼ　アルファ（遺伝子組換え）
� �903

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
� �787,834,836,847

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・�
Ｌ ─ グルタミン� �841

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭
酸水素ナトリウム� �834

アセタゾラミド� �799
アセタゾラミドナトリウム� �799
アセチルコリン塩化物〔注射用〕� �784
アセチルシステイン� �829,901

アセチルフェネトライド� �755
アセトアミノフェン� �757,758
アセトヘキサミド� �903
アセナピンマレイン酸塩� �765
アセブトロール塩酸塩� �796
アセメタシン� �758
アゼラスチン塩酸塩� �929
アゼルニジピン� �803
亜セレン酸ナトリウム� �883
アセンヤク� �937
アゾセミド� �799
アタザナビル硫酸塩� �971
アダパレン� �875
アダパレン・過酸化ベンゾイル� �876
アダリムマブ（遺伝子組換え）� �908
アテゾリズマブ（遺伝子組換え）� �921
アデニン� �917
アデノシン� �989
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
� �908

アテノロール� �796
アデホビル　ピボキシル� �971
アトバコン� �973
アトバコン・プログアニル塩酸塩� �980
アトモキセチン塩酸塩� �765
アトルバスタチンカルシウム水和物
� �820,821

アドレナリン� �851
アトロピン硫酸塩水和物� �785,786
アナグリプチン� �905
アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合
剤� �908

アナグレリド塩酸塩水和物� �926
アナストロゾール� �921
アバカビル硫酸塩� �971
アバタセプト（遺伝子組換え）� �908
アパルタミド� �921
アピキサバン� �893
アビラテロン酢酸エステル� �922
アファチニブマレイン酸塩� �922
アプラクロニジン塩酸塩� �787
アフリベルセプト（遺伝子組換え）� �787
アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組換え）
� �922

アプリンジン塩酸塩� �797
アプレピタント� �846
アプレミラスト� �908
アフロクアロン� �785
アベマシクリブ� �922
アベルマブ（遺伝子組換え）� �922
アヘン� �990
アヘンアルカロイド・アトロピン� �992
アヘンアルカロイド塩酸塩� �990
アヘンアルカロイド・スコポラミン� �992
アヘンアルカロイド・スコポラミン〔弱〕
� �992

アヘンチンキ� �990
アヘン・トコン� �992

アポモルヒネ塩酸塩水和物� �762
アマチャ� �937
アマンタジン塩酸塩� �762
アミオダロン塩酸塩� �797,798
アミカシン硫酸塩� �958
アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
� �983,984

アミトリプチリン塩酸塩� �765
アミノ安息香酸エチル� �782,876
アミノ安息香酸エチル・ジブカイン塩酸塩
配合剤� �876

アミノ安息香酸エチル・パラブチルアミノ
安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩
� �876

アミノ酸・糖・脂肪・電解質� �886
アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン
� �886

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン� �886
アミノ酸・糖・電解質� �886
アミノフィリン水和物� �795
アミノレブリン酸塩酸塩� �988
アムシノニド� �866
アムホテリシンＢ� �966,967
アムルビシン塩酸塩� �920
アムロジピンベシル酸塩� �815,816
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物� �827,828

アメジニウムメチル硫酸塩� �825
アメナメビル� �971
アモキサピン� �765,766
アモキシシリン水和物� �958,959
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリ
ウム� �963

アモスラロール塩酸塩� �803
アモバルビタール� �754
アモロルフィン塩酸塩� �874
アラセプリル� �800
アラニジピン� �803
アラビアゴム� �981
アリスキレンフマル酸塩� �803
アリピプラゾール� �766,767
アリピプラゾール水和物� �767
アリメマジン酒石酸塩� �928
亜硫酸水素ナトリウム� �981
アリルエストレノール� �853
アリロクマブ（遺伝子組換え）� �821
アルガトロバン水和物� �825
アルギニン・Ｌ ─アルギニン塩酸塩�
〔Ｌ ─〕� �917
アルギニンＬ ─グルタミン酸塩水和物�
〔Ｌ ─〕� �909
アルギニン塩酸塩〔Ｌ ─〕� �909,987
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩
� �864

アルギン酸ナトリウム� �842,891
アルグルコシダーゼ　アルファ（遺伝子組
換え）� �903

アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
� �866

アルジオキサ� �838
アルテプラーゼ（遺伝子組換え）� �903
アルテメテル・ルメファントリン� �980
アルファカルシドール� �877,878
アルブトレペノナコグ　アルファ（遺伝子
組換え）� �975

アルプラゾラム� �751
アルプロスタジル� �825
アルプロスタジル　アルファデクス
� �825,876

アルベカシン硫酸塩� �957
アルベンダゾール� �980
アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム
水和物� �968

アレクチニブ塩酸塩� �922
アレムツズマブ（遺伝子組換え）� �922
アレルゲン� �929,988
アレンドロン酸ナトリウム水和物� �909
アロエ� �937
アログリプチン安息香酸塩� �905
アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾ
ン塩酸塩配合剤� �908

アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン
塩酸塩配合剤� �908

アロチノロール塩酸塩� �797
アロプリノール� �902
安息香酸� �989
安息香酸ナトリウム� �989
安息香酸ナトリウムカフェイン� �795
安息香チンキ� �989
アンソッコウ� �937
アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子組換え）
� �975

安中散エキス� �949
アンピシリン水和物� �959
アンピシリン水和物・クロキサシリンナト
リウム水和物� �967

アンピシリンナトリウム� �959
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� �967

アンピシリンナトリウム・スルバクタムナ
トリウム� �963,964

アンピロキシカム� �759
アンブリセンタン� �825
アンブロキソール塩酸塩� �830
アンベノニウム塩化物� �784
アンモニア・ウイキョウ精� �829
アンモニア水� �866
イオウ� �874
イオウ・カンフル� �875
イオウ・サリチル酸・チアントール� �875
イオジキサノール� �984
イオタラム酸ナトリウム� �983
イオタラム酸メグルミン� �983
イオトロクス酸メグルミン� �984
イオトロラン� �984
イオパミドール� �984,985
イオフルパン（123I）� �926
イオプロミド� �985
イオヘキソール� �985,986,987
イオベルソール� �987

イオマゼニル（123I）� �926
イオメプロール� �987
イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン�
〔乾燥〕� �975
イカチバント酢酸塩� �929
イキサゾミブクエン酸エステル� �922
イキセキズマブ（遺伝子組換え）� �909
イクタモール� �869
イグラチモド� �909
イコサペント酸エチル� �894
イサツキシマブ（遺伝子組換え）� �922
維持液� �888,889
維持液（キシリトール加）� �890
維持液（複合糖加）� �890
維持液（ブドウ糖加）� �890
イストラデフィリン� �762
イセパマイシン硫酸塩� �958
イソクスプリン塩酸塩� �820
イソコナゾール硝酸塩� �857,873
イソソルビド� �799,800
イソニアジド� �968
イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム
水和物� �968

イソフルラン� �751
イソプレナリン塩酸塩〔� ─ 〕� �795
イソプレナリン塩酸塩〔� ─ 〕
� �794,795,832

イソプロパノール� �862,863
イソプロピルアンチピリン� �758
イソプロピルウノプロストン� �787
イソロイシン・ロイシン・バリン� �885
イダルシズマブ（遺伝子組換え）� �895
イダルビシン塩酸塩� �920
一硝酸イソソルビド� �816
イットリウム（90Y）イブリツモマブ　チウ
キセタン（遺伝子組換え）� �922

イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）��903
イドクスウリジン� �787
イトプリド塩酸塩� �847
イトラコナゾール� �973
イヌリン� �987
イノシンプラノベクス� �909
イノツズマブ　オゾガマイシン（遺伝子組
換え）� �920

イバブラジン塩酸塩� �825
イバンドロン酸ナトリウム水和物� �909
イピリムマブ（遺伝子組換え）� �922
イフェンプロジル酒石酸塩� �825
イブジラスト� �787,930
イブプロフェン� �759
イブプロフェンピコノール� �869
イブプロフェン　Ｌ ─リシン� �825
イプラグリフロジン　Ｌ ─プロリン� �905
イプラトロピウム臭化物水和物� �832
イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝子組
換え）〔イットリウム（90Y）〕� �922

イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝子組
換え）〔インジウム（111In）〕� �926

イプリフラボン� �909
イブルチニブ� �922
イベルメクチン� �980
イホスファミド� �918
イマチニブメシル酸塩� �922

イミキモド� �973
イミグルセラーゼ（遺伝子組換え）� �903
イミダフェナシン� �858
イミダプリル塩酸塩� �800,801
イミプラミン塩酸塩� �765
イミペネム・シラスタチンナトリウム��964
イリノテカン塩酸塩水和物� �920
イルソグラジンマレイン酸塩� �838
イルベサルタン� �803
イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩
配合剤� �812

イルベサルタン・トリクロルメチアジド配
合剤� �812

イレイセン� �937
胃苓湯エキス� �949
イロプロスト� �825
インコボツリヌストキシンＡ� �784
インジウム（111In）イブリツモマブ　チウキ
セタン（遺伝子組換え）� �926

インジウム（111In）ペンテトレオチド� �927
インジゴカルミン� �987
インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）
� �854

インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）
� �854

インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）・
リキシセナチド配合剤� �908

インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）
� �854

インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）
� �854

インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）・
インスリン　アスパルト（遺伝子組換
え）配合剤� �855

インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）・
リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤��908

インスリン　デテミル（遺伝子組換え）��855
インスリン　ヒト（遺伝子組換え）� �855
インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）��855
インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウ
ム臭化物・モメタゾンフランカルボン
酸エステル� �835

インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフラ
ンカルボン酸エステル� �835

インダカテロールマレイン酸塩� �832
インダカテロールマレイン酸塩・グリコピ
ロニウム臭化物� �833

インダパミド� �804
インターフェロン　アルファ
（NAMALWA）� �979
インターフェロン　ベータ� �979
インターフェロン　ベータ ─ 1a（遺伝子組
換え）� �979

インターフェロン　ベータ ─ 1b（遺伝子組
換え）� �980

インターフェロン　ガンマ ─ 1a（遺伝子組
換え）� �980

インチンコウ� �937
茵�蒿湯エキス� �949
茵�五苓散エキス� �949
インドシアニングリーン� �987,988
インドメタシン� �758,869,870
インドメタシンナトリウム水和物� �825
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　ニトラゼパム　散� 1%1g
芦ネルボン　散　1%� （アルフレッサファーマ） 14.40

　ニトラゼパム　細粒� 1%1g
芦ベンザリン　細粒　1%� （共和薬品） 15.70
悪ニトラゼパム　細粒　1%「TCK」� （辰巳） 6.30

　ニトラゼパム　錠� 2mg1錠
　ベンザリン　錠　2� （共和薬品） 5.90

　ニトラゼパム　錠� 5mg1錠
芦　ベンザリン　錠　5� （共和薬品） 9.40
芦　ネルボン　錠　5　mg� （アルフレッサファーマ） 9.30
亜悪ニトラゼパム　錠　5　mg「イセイ」�（コーアイセイ） 5.50
悪　ニトラゼパム　錠　5　mg「ツルハラ」� （鶴原） 5.50
悪　ニトラゼパム　錠　5　mg「テバ」　
� （武田テバファーマ＝　武田） 5.50
悪　ニトラゼパム　錠　5　mg「トーワ」� （東和薬品） 5.50
悪　ニトラゼパム　錠　5　mg「JG」　
� （日本ジェネリック） 5.50
悪　ニトラゼパム　錠　5　mg「TCK」� （辰巳） 5.50

　ニトラゼパム　錠� 10mg1錠
芦ネルボン　錠　10　mg� （アルフレッサファーマ） 14.60
芦ベンザリン　錠　10� （共和薬品） 14.60
悪ニトラゼパム　錠　10　mg「ツルハラ」� （鶴原） 5.70
悪ニトラゼパム　錠　10　mg「JG」�（日本ジェネリック） 5.70
悪ニトラゼパム　錠　10　mg「TCK」� （辰巳） 5.70

　ハロキサゾラム　細粒� 1%1g
渥ソメリン　細粒　1%� （アルフレッサファーマ） 25.10

　ハロキサゾラム　錠� 5mg1錠
渥ソメリン　錠　5　mg� （アルフレッサファーマ） 16.20

　ハロキサゾラム　錠� 10mg1錠
渥ソメリン　錠　10　mg� （アルフレッサファーマ） 23.90

　フルジアゼパム　錠� 0.25mg1錠
渥エリスパン　錠　0.25　mg� （大日本住友） 7.10

　フルタゾラム　細粒� 1%1g
渥コレミナール　細粒　1%� （沢井＝　田辺三菱） 13.30

　フルタゾラム　錠� 4mg1錠
渥コレミナール　錠　4　mg� （沢井＝　田辺三菱） 7.60

穐フルトプラゼパム　錠� 2mg1錠
渥穐レスタス　錠　2　mg� （日本ジェネリック） 17.30

　フルニトラゼパム　錠� 1mg1錠
葵サイレース　錠　1　mg� （エーザイ） 11.30

悪娃フルニトラゼパム　1　mg　錠� 1mg1錠 5.70
悪娃フルニトラゼパム　錠　1　mg「アメル」�（共和薬品） 5.70
悪娃フルニトラゼパム　錠　1　mg「JG」　
� （日本ジェネリック） 5.70
悪娃フルニトラゼパム　錠　1　mg「TCK」� （辰巳） 5.70

　フルニトラゼパム　錠� 2mg1錠
葵サイレース　錠　2　mg� （エーザイ） 12.90

悪娃フルニトラゼパム　2　mg　錠� 2mg1錠 5.90
悪娃フルニトラゼパム　錠　2　mg「アメル」�（共和薬品） 5.90
悪娃フルニトラゼパム　錠　2　mg「JG」　
� （日本ジェネリック） 5.90
悪娃フルニトラゼパム　錠　2　mg「TCK」� （辰巳） 5.90

　フルニトラゼパム　注射液� 2mg1管
渥サイレース　静注　2　mg� （エーザイ） 140.00

　フルラゼパム塩酸塩　カプセル� 15mg1�
渥ダルメート　カプセル　15� （共和薬品） 9.20

穐ブロチゾラム　錠� 0.25mg1錠
葵穐レンドルミン　錠　0.25　mg� （日本ベーリンガー） 19.30

悪旭ブロチゾラム　0.25　mg　錠� 0.25mg1錠 10.10
悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「アメル」� （共和薬品） 10.10
悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「オーハラ」� （大原） 10.10
悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「サワイ」　（メディサ＝　
� 沢井） 10.10
悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「テバ」　
� （武田テバファーマ＝　武田） 10.10
悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「トーワ」� （東和薬品） 10.10
悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「日医工」� （日医工） 10.10
悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「日新」　（日新製薬＝　
� 第一三共エスファ） 10.10
悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「ヨシトミ」　
� （田辺三菱＝　吉富薬品） 10.10
悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「AFP」　
� （アルフレッサファーマ） 10.10
悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「CH」　（長生堂＝　
� 日本ジェネリック） 10.10
悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「EMEC」　
� （サンノーバ＝　エルメッド＝　日医工） 10.10
悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「JG」� （大興） 10.10

悪旭ブロチゾラム　錠　0.25　mg「YD」� （陽進堂） 10.10
悪旭ブロチゾラム　M　錠　0.25「EMEC」　
� （サンノーバ＝　エルメッド＝　日医工） 10.10

　ブロチゾラム　口腔内崩壊　錠� 0.25mg1錠
葵レンドルミン　D　錠　0.25　mg� （日本ベーリンガー） 19.30

悪娃ブロチゾラム　0.25　mg　口腔内崩壊　錠� 0.25mg1錠 10.10
悪娃ブロチゾラム　OD　錠　0.25　mg「アメル」　
� （共和薬品） 10.10
悪娃ブロチゾラム　OD　錠　0.25　mg「サワイ」　
� （メディサ＝　沢井） 10.10
悪娃ブロチゾラム　OD　錠　0.25　mg「テバ」　
� （武田テバファーマ＝　武田） 10.10
悪娃ブロチゾラム　OD　錠　0.25　mg「JG」　（大興＝　
� 日本ジェネリック） 10.10

　ブロマゼパム　細粒� 1%1g
葵レキソタン　細粒　1%� （アスペン） 21.30

悪娃ブロマゼパム　1%　細粒� 1%1g 19.50
悪娃ブロマゼパム　細粒　1%「サンド」� （サンド） 19.50

　ブロマゼパム　錠� 1mg1錠
☆レキソタン　錠　1� （アスペン） 5.70

夷　娃ブロマゼパム　1　mg　錠� 1mg1錠 5.70
夷　娃ブロマゼパム　錠　1　mg「サンド」� （サンド） 5.70

　ブロマゼパム　錠� 2mg1錠
葵レキソタン　錠　2� （アスペン） 5.90

悪娃ブロマゼパム　2　mg　錠� 2mg1錠 5.70
悪娃ブロマゼパム　錠　2　mg「サンド」　（サンド＝　
� 日本ジェネリック） 5.70

悪娃ブロマゼパム　3　mg　錠� 3mg1錠 5.90
悪娃ブロマゼパム　錠　3　mg「サンド」� （サンド） 5.90

　ブロマゼパム　錠� 5mg1錠
葵レキソタン　錠　5� （アスペン） 10.80

悪娃ブロマゼパム　5　mg　錠� 5mg1錠 5.90
悪娃ブロマゼパム　錠　5　mg「サンド」　（サンド＝　
� 日本ジェネリック） 5.90

　ブロマゼパム　坐剤� 3mg1個
渥ブロマゼパム　坐剤　3　mg「サンド」� （サンド） 87.20

　ミダゾラム　注射液� 10mg2mL1管
葵ドルミカム　注射液　10　mg� （丸石） 109.00

悪娃ミダゾラム　10　mg2�　注射液� 10mg2mL1管 61.00
悪娃ミダゾラム　注　10　mg「サンド」　（サンド＝　
� 富士製薬） 61.00
悪娃ミダゾラム　注射液　10　mg「テバ」　
� （武田テバファーマ＝　武田） 61.00

　メキサゾラム　細粒� 0.1%1g
渥メレックス　細粒　0.1%� （第一三共） 12.50

　メキサゾラム　錠� 0.5mg1錠
渥メレックス　錠　0.5　mg� （第一三共） 6.10

　メキサゾラム　錠� 1mg1錠
渥メレックス　錠　1　mg� （第一三共） 11.20

　メダゼパム　錠� 2mg1錠
夷　メダゼパム　錠　2（ツルハラ）� （鶴原） 5.70
☆　レスミット　錠　2� （塩野義＝　共和薬品） 5.70

　メダゼパム　錠� 5mg1錠
夷　メダゼパム　錠　5（ツルハラ）� （鶴原） 5.70
☆　レスミット　錠　5� （塩野義＝　共和薬品） 5.70

　ロフラゼプ酸エチル　細粒� 1%1g
渥メイラックス　細粒　1%� （MeijiSeika） 171.20

　ロフラゼプ酸エチル　錠� 1mg1錠
葵メイラックス　錠　1　mg� （MeijiSeika） 13.50

悪娃ロフラゼプ酸エチル　1　mg　錠� 1mg1錠 5.90
悪娃ロフラゼプ酸エチル　錠　1　mg「サワイ」� （沢井） 5.90
悪娃ロフラゼプ酸エチル　錠　1　mg「トーワ」　
� （東和薬品） 5.90
悪娃ロフラゼプ酸エチル　錠　1　mg「日医工」�（日医工） 5.90
悪娃ロフラゼプ酸エチル　錠　1　mg「SN」　（シオノ＝　
� ファイザー＝　武田テバファーマ＝　武田） 5.90

　ロフラゼプ酸エチル　錠� 2mg1錠
葵メイラックス　錠　2　mg� （MeijiSeika） 21.50

悪娃ロフラゼプ酸エチル　2　mg　錠� 2mg1錠 9.30
悪娃ロフラゼプ酸エチル　錠　2　mg「サワイ」� （沢井） 9.30
悪娃ロフラゼプ酸エチル　錠　2　mg「トーワ」　
� （東和薬品） 9.30
悪娃ロフラゼプ酸エチル　錠　2　mg「日医工」�（日医工） 9.30
悪娃ロフラゼプ酸エチル　錠　2　mg「SN」　（シオノ＝　
� ファイザー＝　武田テバファーマ＝　武田） 9.30

　エスタゾラム　散� 1%1g
渥ユーロジン　散　1%� （武田テバ薬品＝　武田） 48.20

　エスタゾラム　錠� 1mg1錠
葵ユーロジン　1　mg　錠� （武田テバ薬品＝　武田） 7.30

悪娃エスタゾラム　1　mg　錠� 1mg1錠 5.90
悪娃エスタゾラム　錠　1　mg「アメル」　（共和薬品＝　
� 日医工） 5.90

　エスタゾラム　錠� 2mg1錠
葵ユーロジン　2　mg　錠� （武田テバ薬品＝　武田） 11.70

悪娃エスタゾラム　2　mg　錠� 2mg1錠 9.10
悪娃エスタゾラム　錠　2　mg「アメル」　（共和薬品＝　
� 日医工） 9.10

　オキサゾラム　散� 10%1g
渥セレナール　散　10%� （アルフレッサファーマ） 32.00

　オキサゾラム　錠� 5mg1錠
渥セレナール　錠　5� （アルフレッサファーマ） 5.70

　オキサゾラム　錠� 10mg1錠
渥セレナール　錠　10� （アルフレッサファーマ） 5.80

　クアゼパム　錠� 15mg1錠
葵ドラール　錠　15� （久光） 73.40
悪クアゼパム　錠　15　mg「トーワ」� （東和薬品） 38.20
悪クアゼパム　錠　15　mg「日医工」� （日医工） 38.20
悪クアゼパム　錠　15　mg「MNP」　（日新製薬＝　
� MeijiSeika） 38.20

悪娃クアゼパム　15　mg　錠� 15mg1錠 29.30
悪娃クアゼパム　錠　15　mg「アメル」� （共和薬品） 29.30
悪娃クアゼパム　錠　15　mg「サワイ」� （沢井） 29.30
悪娃クアゼパム　錠　15　mg「YD」　（陽進堂＝　
� 日本ジェネリック） 29.30

　クアゼパム　錠� 20mg1錠
葵ドラール　錠　20� （久光） 86.20
悪クアゼパム　錠　20　mg「トーワ」� （東和薬品） 45.30
悪クアゼパム　錠　20　mg「日医工」� （日医工） 45.30
悪クアゼパム　錠　20　mg「MNP」　（日新製薬＝　
� MeijiSeika） 45.30

悪娃クアゼパム　20　mg　錠� 20mg1錠 36.30
悪娃クアゼパム　錠　20　mg「アメル」� （共和薬品） 36.30
悪娃クアゼパム　錠　20　mg「サワイ」� （沢井） 36.30
悪娃クアゼパム　錠　20　mg「YD」　（陽進堂＝　
� 日本ジェネリック） 36.30

　クロキサゾラム　散� 1%1g
渥セパゾン　散　1%� （アルフレッサファーマ） 22.30

　クロキサゾラム　錠� 1mg1錠
渥セパゾン　錠　1� （アルフレッサファーマ） 5.70

　クロキサゾラム　錠� 2mg1錠
渥セパゾン　錠　2� （アルフレッサファーマ） 5.80

穐クロラゼプ酸二カリウム　カプセル� 7.5mg1�
渥穐メンドン　カプセル　7.5　mg� （マイランEPD） 10.10

穐クロルジアゼポキシド　散� 1%1g
穐コントール　散　1%� （武田テバ薬品＝　武田） 7.50

唖クロルジアゼポキシド　散� 1%1g 7.30
唖クロルジアゼポキシド　散　1%「ツルハラ」�（鶴原） 7.30

唖クロルジアゼポキシド　散� 10%1g 37.90
唖コントール　散　10%� （武田テバ薬品＝　武田） 37.90
唖バランス　散　10%� （丸石） 37.90

唖クロルジアゼポキシド　錠� 5mg1錠 9.80
唖クロルジアゼポキシド　錠　5　mg「ツルハラ」�（鶴原） 9.80
唖5　mg　コントール　錠� （武田テバ薬品＝　武田） 9.80
唖バランス　錠　5　mg� （丸石） 9.80

唖クロルジアゼポキシド　錠� 10mg1錠 9.80
唖クロルジアゼポキシド　錠　10　mg「ツルハラ」　
� （鶴原） 9.80
唖10　mg　コントール　錠� （武田テバ薬品＝　武田） 9.80
唖バランス　錠　10　mg� （丸石） 9.80

　ジアゼパム　散� 1%1g
芦セルシン　散　1%� （武田テバ薬品＝　武田） 13.60
芦ホリゾン　散　1%� （丸石） 13.40
悪ジアゼパム　散　1%「アメル」� （共和薬品） 6.30

穐ジアゼパム　錠� 2mg1錠
芦穐　2　mg　セルシン　錠� （武田テバ薬品＝　武田） 6.00
芦穐　ホリゾン　錠　2　mg� （丸石） 6.00
悪穐　ジアゼパム　錠　2「サワイ」� （沢井） 5.70
悪穐　ジアゼパム　錠　2　mg「タイホウ」� （大鵬薬品） 5.70
悪穐　ジアゼパム　錠　2　mg「ツルハラ」� （鶴原） 5.70
悪穐　ジアゼパム　錠　2「トーワ」� （東和薬品） 5.70
悪穐　ジアゼパム　錠　2　mg「アメル」　（共和薬品＝　
� 日本ジェネリック） 5.70

茜悪穐ジアパックス　錠　2　mg� （大鵬薬品） 5.70
穐ジアゼパム　錠� 5mg1錠

芦穐　5　mg　セルシン　錠� （武田テバ薬品＝　武田） 9.40
芦穐　ホリゾン　錠　5　mg� （丸石） 9.40
悪穐　ジアゼパム　錠　5　mg「タイホウ」� （大鵬薬品） 5.80
悪穐　ジアゼパム　錠　5　mg「ツルハラ」� （鶴原） 5.80
悪穐　ジアゼパム　錠　5「トーワ」� （東和薬品） 5.80
悪穐　ジアゼパム　錠　5　mg「アメル」　（共和薬品＝　
� 日本ジェネリック） 5.80
茜悪穐ジアパックス　錠　5　mg� （大鵬薬品） 5.80

穐ジアゼパム　錠� 10mg1錠
芦穐10　mg　セルシン　錠� （武田テバ薬品＝　武田） 14.60
悪穐ジアゼパム　錠　10　mg「ツルハラ」� （鶴原） 5.70

　ジアゼパム　シロップ� 0.1%1mL
　セルシン　シロップ　0.1%� （武田テバ薬品＝　武田） 15.10

　ジアゼパム　注射液� 5mg1管
葵セルシン　注射液　5　mg� （武田テバ薬品＝　武田） 61.00

悪娃ジアゼパム　5　mg　注射液� 5mg1管 57.00
悪娃ジアゼパム　注射液　5　mg「タイヨー」　
� （武田テバファーマ＝　武田） 57.00

　ジアゼパム　注射液� 10mg1管
葵セルシン　注射液　10　mg� （武田テバ薬品＝　武田） 85.00
葵ホリゾン　注射液　10　mg� （丸石） 85.00

悪娃ジアゼパム　10　mg　注射液� 10mg1管 59.00
悪娃ジアゼパム　注射液　10　mg「タイヨー」　
� （武田テバファーマ＝　武田） 59.00

　ジアゼパム　坐剤� 4mg1個
渥ダイアップ　坐剤　4� （高田） 56.00

　ジアゼパム　坐剤� 6mg1個
渥ダイアップ　坐剤　6� （高田） 64.70

　ジアゼパム　坐剤� 10mg1個
渥ダイアップ　坐剤　10� （高田） 73.40

　トフィソパム　細粒� 10%1g
葵グランダキシン　細粒　10%� （持田） 15.30

悪娃トフィソパム　10%　細粒� 10%1g 6.90
悪娃トフィソパム　細粒　10%「ツルハラ」� （鶴原） 6.90
悪娃トフィソパム　細粒　10%「CH」� （長生堂） 6.90

　トフィソパム　錠� 50mg1錠
葵グランダキシン　錠　50� （持田） 12.30

悪娃トフィソパム　50　mg　錠� 50mg1錠 5.90
悪娃トフィソパム　錠　50　mg「サワイ」� （沢井） 5.90
悪娃トフィソパム　錠　50　mg「トーワ」� （東和薬品） 5.90
悪娃トフィソパム　錠　50　mg「日医工」� （日医工） 5.90

　トリアゾラム　錠� 0.125mg1錠
葵ハルシオン　0.125　mg　錠� （ファイザー） 7.80

悪娃トリアゾラム　0.125　mg　錠� 0.125mg1錠 5.70
悪娃トリアゾラム　錠　0.125　mg「テバ」　
� （武田テバファーマ＝　武田） 5.70
悪娃トリアゾラム　錠　0.125　mg「日医工」� （日医工） 5.70
悪娃トリアゾラム　錠　0.125　mg「日新」� （日新製薬） 5.70
悪娃トリアゾラム　錠　0.125　mg「CH」　（長生堂＝　
� 日本ジェネリック） 5.70
悪娃トリアゾラム　錠　0.125　mg「EMEC」　
� （サンノーバ＝　エルメッド＝　日医工） 5.70
悪娃トリアゾラム　錠　0.125　mg「FY」　（富士薬品＝　
� 共和薬品） 5.70
悪娃トリアゾラム　錠　0.125　mg「JG」　（大興＝　
� 日本ジェネリック） 5.70
悪娃トリアゾラム　錠　0.125　mg「KN」� （小林化工） 5.70
悪娃トリアゾラム　錠　0.125　mg「TCK」� （辰巳） 5.70

　トリアゾラム　錠� 0.25mg1錠
葵ハルシオン　0.25　mg　錠� （ファイザー） 11.70

悪娃トリアゾラム　0.25　mg　錠� 0.25mg1錠 5.90
悪娃トリアゾラム　錠　0.25　mg「テバ」　
� （武田テバファーマ＝　武田） 5.90
悪娃トリアゾラム　錠　0.25　mg「日医工」� （日医工） 5.90
悪娃トリアゾラム　錠　0.25　mg「日新」� （日新製薬） 5.90
悪娃トリアゾラム　錠　0.25　mg「CH」　（長生堂＝　
� 日本ジェネリック） 5.90
悪娃トリアゾラム　錠　0.25　mg「EMEC」　
� （サンノーバ＝　エルメッド＝　日医工） 5.90
悪娃トリアゾラム　錠　0.25　mg「FY」　（富士薬品＝　
� 共和薬品） 5.90
悪娃トリアゾラム　錠　0.25　mg「JG」　（大興＝　
� 日本ジェネリック） 5.90
悪娃トリアゾラム　錠　0.25　mg「KN」� （小林化工） 5.90
悪娃トリアゾラム　錠　0.25　mg「TCK」� （辰巳） 5.90

112　催眠鎮静剤，抗不安剤 112　催眠鎮静剤，抗不安剤112━4 112━4
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悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「タカタ」　
� （高田） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「トーワ」　
� （東和薬品） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「日新」　
� （日新製薬＝　科研） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「明治」　
� （MeijiSeika） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「AA」　
� （あすか製薬＝　武田） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「DK」　（大興＝　
� 三和化学） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「DSEP」　
� （第一三共エスファ） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「EE」　
� （エルメッド＝　日医工） 16.00
亜悪穐ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「F」　
� （富士製薬） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「KN」　
� （小林化工） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「NPI」　
� （東洋カプセル＝　日本薬工） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「TCK」�（辰巳） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「YD」�（陽進堂） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「ZE」� （全星） 16.00

悪旭ゾルピデム酒石酸塩　10　mg　錠� 10mg1錠 12.80
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「アメル」　
� （共和薬品） 12.80
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「杏林」　
� （キョーリンリメディオ＝　杏林） 12.80
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「クニヒロ」　
� （皇漢堂） 12.80
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「サンド」　
� （サンド） 12.80
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「テバ」　
� （武田テバ薬品＝　武田テバファーマ＝　武田） 12.80
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「日医工」　
� （日医工） 12.80
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「ファイザー」　
� （ファイザー） 12.80
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「AFP」　
� （アルフレッサファーマ） 12.80
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「JG」　
� （日本ジェネリック） 12.80
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「NP」　（ニプロ＝　
� 光） 12.80

　ゾルピデム酒石酸塩　口腔内崩壊　錠� 10mg1錠
悪ゾルピデム酒石酸塩　OD　フィルム　10　mg「モチダ」　
� （救急＝　持田） 28.10
悪ゾルピデム酒石酸塩　OD　錠　10　mg「サワイ」�（沢井） 16.00
悪ゾルピデム酒石酸塩　OD　錠　10　mg「トーワ」　
� （東和薬品） 16.00
悪ゾルピデム酒石酸塩　OD　錠　10　mg「EE」　
� （エルメッド＝　日医工） 16.00
悪ゾルピデム酒石酸塩　OD　錠　10　mg「KN」　
� （小林化工） 16.00

悪娃ゾルピデム酒石酸塩　10　mg　口腔内崩壊　錠� 10mg1錠 12.80
悪娃ゾルピデム酒石酸塩　OD　錠　10　mg「日医工」　
� （日医工） 12.80

　ゾルピデム酒石酸塩　液� 5mg1mL1包
悪ゾルピデム酒石酸塩　内用液　5　mg「タカタ」�（高田） 48.40

　ゾルピデム酒石酸塩　液� 10mg2mL1包
悪ゾルピデム酒石酸塩　内用液　10　mg「タカタ」　
� （高田） 72.80

　タンドスピロンクエン酸塩　錠� 5mg1錠
葵セディール　錠　5　mg� （大日本住友） 13.50

悪娃タンドスピロンクエン酸塩　5　mg　錠� 5mg1錠 7.50
悪娃タンドスピロンクエン酸塩　錠　5　mg「アメル」　
� （共和薬品） 7.50
悪娃タンドスピロンクエン酸塩　錠　5　mg「サワイ」　
� （沢井） 7.50
悪娃タンドスピロンクエン酸塩　錠　5　mg「トーワ」　
� （東和薬品） 7.50
悪娃タンドスピロンクエン酸塩　錠　5　mg「日医工」　
� （日医工） 7.50

　タンドスピロンクエン酸塩　錠� 10mg1錠
葵セディール　錠　10　mg� （大日本住友） 23.50

悪娃タンドスピロンクエン酸塩　10　mg　錠� 10mg1錠 12.80
悪娃タンドスピロンクエン酸塩　錠　10　mg「アメル」　
� （共和薬品） 12.80
悪娃タンドスピロンクエン酸塩　錠　10　mg「サワイ」　
� （沢井） 12.80

悪娃タンドスピロンクエン酸塩　錠　10　mg「トーワ」　
� （東和薬品） 12.80
悪娃タンドスピロンクエン酸塩　錠　10　mg「日医工」　
� （日医工） 12.80

　タンドスピロンクエン酸塩　錠� 20mg1錠
葵セディール　錠　20　mg� （大日本住友） 40.90

悪娃タンドスピロンクエン酸塩　20　mg　錠� 20mg1錠 24.70
悪娃タンドスピロンクエン酸塩　錠　20　mg「アメル」　
� （共和薬品） 24.70
悪娃タンドスピロンクエン酸塩　錠　20　mg「サワイ」　
� （沢井） 24.70
悪娃タンドスピロンクエン酸塩　錠　20　mg「トーワ」　
� （東和薬品） 24.70
悪娃タンドスピロンクエン酸塩　錠　20　mg「日医工」　
� （日医工） 24.70

　デクスメデトミジン塩酸塩　注射液� 200µg2mL1瓶
亜葵プレセデックス　静注液　200µg「マルイシ」　
� （丸石） 3,285.00
葵　プレセデックス　静注液　200µg「ファイザー」　
� （ファイザー） 3,158.00
悪　デクスメデトミジン　静注液　200µg「サンド」　
� （サンド） 1,475.00
悪　デクスメデトミジン　静注液　200µg「ニプロ」　
� （ニプロ） 1,475.00

　デクスメデトミジン塩酸塩　キット� 200µg50mL1筒
葵　プレセデックス　静注液　
� 200µg/50�シリンジ「ファイザー」　
� （ファイザー） 3,262.00
亜葵プレセデックス　静注液　
� 200µg/50�シリンジ「マルイシ」　（丸石） 2,989.00
悪　デクスメデトミジン　静注液　
� 200µg/50�シリンジ「ニプロ」　（ニプロ） 1,941.00

穐トリクロホスナトリウム　シロップ� 10%1mL
穐トリクロリール　シロップ　10%　
� （アルフレッサファーマ） 10.20

　リルマザホン塩酸塩　水和物　錠� 1mg1錠
葵リスミー　錠　1　mg� （共和薬品） 14.50

悪娃リルマザホン塩酸塩　1　mg　錠� 1mg1錠 8.60
悪娃塩酸リルマザホン　錠　1「MEEK」　（小林化工＝　
� MeijiSeika） 8.60
悪娃リルマザホン塩酸塩　錠　1　mg「MEEK」　
� （小林化工＝　MeijiSeika） 8.60

　リルマザホン塩酸塩　水和物　錠� 2mg1錠
葵リスミー　錠　2　mg� （共和薬品） 23.30

悪娃リルマザホン塩酸塩　2　mg　錠� 2mg1錠 13.70
悪娃塩酸リルマザホン　錠　2「MEEK」　（小林化工＝　
� MeijiSeika） 13.70
悪娃リルマザホン塩酸塩　錠　2　mg「MEEK」　
� （小林化工＝　MeijiSeika） 13.70

113　抗てんかん剤

113━1　フェナセミド系製剤
　アセチルフェネトライド　末� 1g

　クランポール　末� （大日本住友） 64.50
　アセチルフェネトライド　錠� 200mg1錠

　クランポール　錠　200　mg� （大日本住友） 17.00

113━2　ヒダントイン系製剤
　エトトイン　末� 1g

　アクセノン　末� （大日本住友） 79.80
唖フェニトイン　散� 10%1g 12.10

唖アレビアチン　散　10%� （大日本住友） 12.10
唖ヒダントール　散　10%� （藤永＝　第一三共） 12.10

唖フェニトイン　錠� 25mg1錠 12.10
唖アレビアチン　錠　25　mg� （大日本住友） 12.10
唖ヒダントール　錠　25　mg� （藤永＝　第一三共） 12.10

唖フェニトイン　錠� 100mg1錠 12.90
唖アレビアチン　錠　100　mg� （大日本住友） 12.90
唖ヒダントール　錠　100　mg� （藤永＝　第一三共） 12.90

　フェニトインナトリウム　注射液� 5%5mL1管
渥アレビアチン　注　250　mg� （大日本住友） 126.00

　ホスフェニトインナトリウム　水和物　注射液
� 750mg10mL1瓶

渥ホストイン　静注　750　mg� （ノーベル＝　エーザイ） 6,445.00

　ロラゼパム　錠� 0.5mg1錠
葵ワイパックス　錠　0.5� （ファイザー） 5.90

悪娃ロラゼパム　0.5　mg　錠� 0.5mg1錠 5.10
悪娃ロラゼパム　錠　0.5　mg「サワイ」　（沢井＝　
� 日本ジェネリック） 5.10

　ロラゼパム　錠� 1mg1錠
葵ワイパックス　錠　1.0� （ファイザー） 8.60

悪娃ロラゼパム　1　mg　錠� 1mg1錠 5.70
悪娃ロラゼパム　錠　1　mg「サワイ」� （沢井） 5.70

　ロルメタゼパム　錠� 1mg1錠
渥ロラメット　錠　1.0� （あすか製薬＝　武田） 17.80
渥エバミール　錠　1.0� （バイエル） 17.00

112━5　バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製
剤

唖アモバルビタール� 1g 42.00
唖イソミタール　原末� （日本新薬） 42.00

　セコバルビタールナトリウム　注射用� 200mg1瓶
　注射用　アイオナール　・ナトリウム　（0.2）　
� （日医工） 228.00

唖バルビタール� 1g 10.00
唖フェノバルビタール� 1g 27.20

唖フェノバール　原末� （藤永＝　第一三共） 27.20
唖フェノバル　ビタール　「ホエイ」　原末　（マイラン＝　
� ファイザー） 27.20

穐フェノバルビタール　散　10%� 10%1g
穐フェノバール　散　10%� （藤永＝　第一三共） 7.50
穐フェノバル　ビタール　散　10%「シオエ」　（シオエ＝　
� 日本新薬） 7.50
穐フェノバル　ビタール　散　10%「マルイシ」　（丸石＝　
� 吉田製薬） 7.50

唖フェノバルビタール　散　10%� 10%1g 7.30
唖フェノバル　ビタール　散　10%「ホエイ」　
� （マイラン＝　ファイザー） 7.30

　フェノバルビタール　錠� 30mg1錠
　フェノバール　錠　30　mg� （藤永＝　第一三共） 7.00

　フェノバルビタール　液� 0.4%1mL
　フェノバール　エリキシル　0.4%　（藤永＝　
� 第一三共） 3.70

　フェノバルビタール　注射液� 10%1mL1管
　フェノバール　注射液　100　mg� （藤永＝　第一三共） 72.00

　フェノバルビタールナトリウム　坐剤� 15mg1個
渥ワコビタール　坐剤　15� （高田） 31.40

　フェノバルビタールナトリウム　坐剤� 25mg1個
渥ルピアール　坐剤　25� （久光） 37.90

　フェノバルビタールナトリウム　坐剤� 30mg1個
渥ワコビタール　坐剤　30� （高田） 44.30

　フェノバルビタールナトリウム　坐剤� 50mg1個
渥ワコビタール　坐剤　50� （高田） 55.50
渥ルピアール　坐剤　50� （久光） 51.70

　フェノバルビタールナトリウム　坐剤� 100mg1個
渥ワコビタール　坐剤　100� （高田） 70.70
渥ルピアール　坐剤　100� （久光） 63.30

穐ペントバルビタールカルシウム　錠� 50mg1錠
穐ラボナ　錠　50　mg� （田辺三菱） 8.90

112━6　ブロム塩製剤
唖臭化カリウム� 10g 82.60

（山善）
唖臭化ナトリウム� 10g 83.50

（山善）

112━9i　そ　の　他
　エスゾピクロン　錠� 1mg1錠

渥ルネスタ　錠　1　mg� （エーザイ） 45.60
　エスゾピクロン　錠� 2mg1錠

渥ルネスタ　錠　2　mg� （エーザイ） 72.50
　エスゾピクロン　錠� 3mg1錠

渥ルネスタ　錠　3　mg� （エーザイ） 91.20
　ゾピクロン　錠� 7.5mg1錠

葵アモバン　錠　7.5� （サノフィ＝　日医工） 15.30
悪娃ゾピクロン　7.5　mg　錠� 7.5mg1錠 6.50

悪娃ゾピクロン　錠　7.5　mg「杏林」　
� （キョーリンリメディオ＝　杏林） 6.50

悪娃ゾピクロン　錠　7.5　mg「サワイ」� （沢井） 6.50
悪娃ゾピクロン　錠　7.5　mg「トーワ」� （東和薬品） 6.50

　ゾピクロン　錠� 10mg1錠
葵アモバン　錠　10� （サノフィ＝　日医工） 17.00

悪娃ゾピクロン　10　mg　錠� 10mg1錠 7.30
悪娃ゾピクロン　錠　10　mg「杏林」　
� （キョーリンリメディオ＝　杏林） 7.30
悪娃ゾピクロン　錠　10　mg「サワイ」� （沢井） 7.30
悪娃ゾピクロン　錠　10　mg「トーワ」� （東和薬品） 7.30

穐ゾルピデム酒石酸塩　錠� 5mg1錠
葵穐　マイスリー　錠　5　mg� （アステラス） 30.90
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「オーハラ」　
� （大原＝　エッセンシャル） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「ケミファ」　
� （ケミファ＝　日本薬工） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「サワイ」�（沢井） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「タカタ」�（高田） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「トーワ」　
� （東和薬品） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「日新」　
� （日新製薬＝　科研） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「明治」　
� （MeijiSeika） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「AA」　
� （あすか製薬＝　武田） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「DSEP」　
� （第一三共エスファ） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「EE」　
� （エルメッド＝　日医工） 10.10
亜悪穐ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「F」�（富士製薬） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「JG」　
� （日本ジェネリック） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「NPI」　
� （東洋カプセル＝　日本薬工） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「TCK」� （辰巳） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「YD」�（陽進堂） 10.10
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「ZE」� （全星） 10.10

悪旭ゾルピデム酒石酸塩　5　mg　錠� 5mg1錠 10.10
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「アメル」　
� （共和薬品） 10.10
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「杏林」　
� （キョーリンリメディオ＝　杏林） 10.10
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「クニヒロ」　
� （皇漢堂） 10.10
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「サンド」�（サンド） 10.10
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「テバ」　
� （武田テバ薬品＝　武田テバファーマ＝　武田） 10.10
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「日医工」�（日医工） 10.10
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「ファイザー」　
� （ファイザー） 10.10
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「AFP」　
� （アルフレッサファーマ） 10.10
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「DK」　（大興＝　
� 三和化学） 10.10
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「KMP」　
� （共創未来ファーマ） 10.10
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「KN」�（小林化工） 10.10
悪旭ゾルピデム酒石酸塩　錠　5　mg「NP」　（ニプロ＝　
� 光） 10.10

　ゾルピデム酒石酸塩　口腔内崩壊　錠� 5mg1錠
悪ゾルピデム酒石酸塩　OD　フィルム　5　mg「モチダ」　
� （救急＝　持田） 16.90
悪ゾルピデム酒石酸塩　OD　錠　5　mg「サワイ」�（沢井） 10.10
悪ゾルピデム酒石酸塩　OD　錠　5　mg「トーワ」　
� （東和薬品） 10.10
悪ゾルピデム酒石酸塩　OD　錠　5　mg「EE」　
� （エルメッド＝　日医工） 10.10

悪娃ゾルピデム酒石酸塩　5　mg　口腔内崩壊　錠� 5mg1錠 10.10
悪娃ゾルピデム酒石酸塩　OD　錠　5　mg「日医工」　
� （日医工） 10.10
悪娃ゾルピデム酒石酸塩　OD　錠　5　mg「KN」　
� （小林化工） 10.10

穐ゾルピデム酒石酸塩　錠� 10mg1錠
葵穐　マイスリー　錠　10　mg� （アステラス） 50.30
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「KMP」　
� （共創未来ファーマ） 17.90
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「オーハラ」　
� （大原＝　エッセンシャル） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「ケミファ」　
� （ケミファ＝　日本薬工） 16.00
悪穐　ゾルピデム酒石酸塩　錠　10　mg「サワイ」　
� （沢井） 16.00

112　催眠鎮静剤，抗不安剤 113　抗てんかん剤112━4 113━2
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