


本書の内容と使い方

１．薬価基準収載品目（令和２年３月５日告示まで）を，内用薬，外用薬，注射薬および歯科用薬
剤の順に掲載した。
２．同一投与経路中の商品名はすべて50音順に配列した。ただし，品名の最初に「強力」「新」「複
合」等の文字，「50％」「2g」等の数字や単位を付してあるものは，それを “接頭語 ”とみなし，

「品名〔接頭語〕」の表記として50音順に配列した。
　例）「複合アレビアチン配合錠」人本書ではアレビアチン配合錠〔複合〕として収録

３．前付け付録として，診療報酬関連の薬剤の部分のみを抜粋した「点数早見表」，および「投与
日数に制限のある内用薬・外用薬」を掲載した。投与日数制限の掲載対象品目は，薬価基準収載後
１年未満の新医薬品，麻薬，向精神薬である。
４．副腎皮質ホルモン剤の内用薬・注射薬（一部を除く）の「効能・効果」については，本文の後
ろに「別掲」として掲載した。
５．「別掲」の後ろに，付録として「Ⅰ．適応外使用・審査情報提供事例／支払基金における審査
の一般的な取扱い（医科）」，「Ⅱ．会社連絡先一覧」，令和２年３月31日で経過措置期間が終了した
品目等を記した「Ⅲ．経過措置期間が終了した銘柄収載品およびそれに準じる統一名収載品」を掲
載した。
６．巻末に，本書収録品目について一般名の50音順にまとめた「一般名索引」を掲載した。
７．本書の内容は，令和２年３月５日までに入手した添付文書等を基に作成した。

【本書の記号・略号】

愛：日本薬局方収載品目　　穐：銘柄収載日本薬局方医薬品　　逢：統一名収載品目
握：低価格のため統一名収載となった日本薬局方医薬品
葵：診療報酬点数表における後発医薬品
旭：同剤形・規格内に後発品がある先発医薬品
葦：他剤形・規格にも後発品がない先発医薬品

渥：同額・高額のため加算等の算定対象となる
後発品とはみなさない（除外）品目

芦：他剤形・規格に後発品がある先発医薬品
鯵：同剤形・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
挨：令和３年３月31日が使用期限の告示品目（経過措置品目）　麻：麻薬　毒：毒薬　劇：劇薬
茜：令和２年９月30日が使用期限の告示品目（経過措置品目）　覚：覚醒剤原料　向：向精神薬
生：生物学的製剤　　　　　　　　　　　Aq：注射用水の価格を加算できるもの
静：静脈内注射が妥当と思われるもの　　造：造影剤加算の対象となる薬剤
梓圧斡扱：以下の多剤投与の対象と考えられる抗不安薬・睡眠薬・抗うつ薬・抗精神病薬
　　　　　　　　　　各々３種類以上の投薬，又は４種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬
　　　　　　　　　 （臨時・３種類の抗うつ薬又は抗精神病薬をやむを得ず投与するものを除く）
姐亜：効能・効果　　　阿：禁忌（次の患者には投与しないこと）
姐唖：用法・用量　　　哀：併用禁忌（併用しないこと）
虻娃：保険請求・審査において関連があると思われる厚生労働省保険局通知等

※本書記載の「効能・効果」「用法・用量」「禁忌」「併用禁忌」は各医薬品の添付文書に準拠して
います。しかし，あくまでも保険請求事務・審査の参考用として編集していますので，添付文書記
載表現と完全に一致はしていません。また，ガイドライン等治療方針についても記載していませ
ん。臨床上の参考にする場合は添付文書を参照してください。

診療報酬における算定対象の区分により，以下の記号を使用しています。

本書上の
マーク

「後発医薬品のさ
らなる使用促進の
ためのロードマッ
プ」に基づく換算
のための分類

概　要

葦 　　１※※ 診療報酬上の後発品が存在しない先発医薬品（新薬等）。

旭

芦
２

診療報酬上の後発品が存在する先発医薬品。
旭は同じ剤形・規格内（※）に後発品が存在する先発医薬品，
芦は他の剤形・規格等において対応する後発品が存在する先発医薬品です。
※内用薬の普通錠・ＯＤ錠・カプセル・分散錠・粒状錠や散・顆粒・細粒・末，液・シ

ロップ・ドライシロップ，注射薬の瓶・管・袋などで，同じ成分量のものを同一とみ

なしている場合があります。

葵 ３ 診療報酬上，加算等の対象となる後発医薬品（ジェネリック医薬品）。

渥
★印が付された

もの
薬価が先発品に比べ同額または高額である医薬品で，加算等の算定対象とみ
なされません（診療報酬上の後発品から除外）。

☆
☆印が付された

もの
より安価な後発品が存在しない先発医薬品で，加算等の算定対象となりませ
ん。

鯵 ―
先発品に分類されないものの，同じ剤形・規格内の後発品より高額であるた
め，先発品に準ずる取扱いとなる医薬品（準先発品）。※内用薬・外用薬のみ

（マークなし） ―

上記いずれにも該当しない医薬品です。
生薬や漢方製剤のほか，長い間使用され定着しているもの，また，基礎的医
薬品の扱いとなっているものなどで，先発・後発といった区別がつけられな
い品目，院外処方が想定されない注射薬等である可能性があります。

※※令和２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「後発医薬品の数量シェア（置換え率）」の計算は以下の通りです。
　　後発医薬品の数量シェア（置換え率）

　　　　　　　　　　　　　　　　（葵で分類される品目の数量）
　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 （旭および芦で分類される品目の合計数量）＋（葵で分類される品目の数量）

参考：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２年４月１日適用）」より

　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２年度診療報酬改定における「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）〕）



凡　　例

①品名
・配列，掲載順に関しては「本書の内容と使い方」参照。
・日本薬局方収載品目は品名の前に「愛」または「穐」を，統一名収載品目には「逢」を表示し
た。また，低価格のため統一名収載品となったもののうち，日本薬局方医薬品と考えられるものに
は「握」を表示した。診療報酬点数表の扱いにより，前掲の「葵 渥 旭 芦 葦 鯵 ☆」等のマーク
を表示した。
・成分名の後ろに悪とあるものは，薬価基準上，固有の商品名ではなく一般名称で告示される局
方品や統一名収載品などを示す。
・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。
・日本薬局方収載品目名と同じ名称を用い，その前後に社名，略号等が付された生薬（ただし銘柄
局方品を除く）は，局方名に統一した。

②規格単位
・薬価告示に従い，その品目の規格単位を記載した。

③規制区分／加算要件
・規制区分は添付文書に従い記載した。
・麻薬，向精神薬等加算のあるものなどは，「麻」「向」等の表示をした。
・内用薬・外用薬について，抗不安薬等の多剤投与にかかる取扱いのあるものは，前掲の梓圧

斡扱　のいずれかを表示した。
・注射薬について，静脈注射（外来）が妥当と思われるものに対し「静」と示した。また，注射用
水の価格が加算されるものについては，「Aq」の表示をした。

④薬価
・令和２年３月５日告示（それ以降に薬価収載・改定された品目は官報告示日）の薬価を示す（消
費税を含む）。

葵挨アシタノ錠200
 (泪橋製薬＝タンゲ医薬品)

200偵1錠 劇 1,234.00
6250099F9999／610429999

6250i/131　抗ウイルス化学療法剤　カロスリベラ

亜　HIV感染症。
注)使用にあたっては，CD4リンパ球数及び HIV RNA 量を確認。

唖　１日１回200mg，14日間経口投与。その後，維持量１日

400mg，２回分割経口投与。年齢・症状により適宜増減。必ず他

の抗HIV薬と併用。
注)７日間以上中止した患者に対し投与を再開する場合，導入期の用法父
用量から開始。

娃　診療報酬明細書の審査，支払等に関しては，当該患者の秘

密の保護に十分配慮する（平ＸX.1.1保医発0101001）。

阿　①本剤(成分)に過敏症の既往歴②本剤の投与により重篤な発疹，又は
全身症状を伴う発疹が発現した者③重篤な肝機能障害④本剤の投与により
肝機能障害が発現した者⑤ケトコナゾールを投与中⑥経口避妊薬を投与中
（避妊を目的とするホルモン療法も含む）哀　①ケトコナゾール（経口
剤：国内未発売）②経口避妊薬(避妊を目的とするホルモン療法も含む）

（薬価基準収載日：平XX.1.1，投与：14日まで）

① ③② ④

⑤
⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑥

⑤会社名
・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。

⑥ＹＪコード／医薬品請求コード
・先頭の12桁のコードはＹＪコード（薬価情報コード）を示し，後ろの９桁のコードは医薬品請求
コード（レセプト電算処理システムコード）を示す。
・医薬品請求コードは，一部製品において商品名関連コードで代用した。

⑦薬効分類／標榜薬効／成分名
・薬効分類は，原則として日本標準商品分類の「医薬品の項」に拠ったが，使用実態に合わせるた
め，一部修正し，４桁（一部は５桁目にアルファベットを付す）分類で表示した。また，複数の薬
効が考えられるものについては「緬」で区切り，その番号を記載した（桁数は品目・薬効による）。
・標榜薬効は，添付文書もしくは日本標準商品分類で分類されている薬効名を示したが，薬効が複
数あるもの等，一部品目については独自表記とした。
・成分名については，一般名，薬価基準収載名称（日本薬局方医薬品の局方名，生物学的製剤基準
収載品はその基準名等），また配合剤にあっては，一般名のほか，その内容や形状を表すいわゆる
通称（高カロリー輸液用基本液，パップ剤等）を記載した。
　なお，複数の品目が収載される中，成分として水和物の有無が異なるのみで同一と見なせるもの
については，水和物表記を割愛した（ドセタキセル，バラシクロビル塩酸塩等）。
　これらの通称を含む名称等を50音順とし，各品目を巻末にまとめた（「一般名索引」）。

⑧適応／用法
・「適応」は添付文書の「効能・効果」を，「用法」は添付文書の「用法・用量」を編集し記載し
た。ただし，保険請求・審査に直接関わらない特記事項は省略した。
・「効能・効果に関連する使用上の注意」，「用法・用量に関連する使用上の注意」のうち，保険請
求・審査に関わると思われるものを，「注）」として記載した。

⑨保険メモ
・保険請求・審査において関連があると思われる厚生労働省保険局通知等の概要を記載した（令和
２年３月５日入手分まで）。
・医療事故防止の為の名称変更品等については，現場の混乱を避けるため旧名称品に対し出された
通知等概要を掲載した。
・ビタミン剤等，通知内容の対象となる品目が特定できない一部の薬剤については，該当する可能
性があると思われる品目を適宜選別し，参考として記載した。

⑩禁忌／併用禁忌
・「禁忌」は添付文書の「禁忌（次の患者には投与しないこと）」を，「併用禁忌」は「使用上の注
意」中，「併用禁忌（併用しないこと）」より編集し，理由を除き記載した。

⑪薬価基準収載日／投与日数
・平成31年４月以降に薬価基準収載となった新医薬品のうち，内用薬および外用薬には「（薬価基
準収載日：年月日）」として収載日を記載した。また，新医薬品の他，投与日数に制限のある麻薬，
向精神薬に対しては制限日数を「（投与：〇日まで）」と記載した（内用薬と外用薬のみ）。





内用薬

葦アイクルシグ錠15mg 
 （大塚製薬）

15偵1錠 劇 6,428.40
4291048F1020／622483401

4291　抗悪性腫瘍剤　ポナチニブ塩酸塩

姐亜　前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病。再発又

は難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病。

姐唖　１日１回45mg，経口投与。状態により適宜減量。

阿　①本剤（成分）に過敏症の既往歴②妊婦・妊娠の可能性

宛葵アイスフラット懸濁用配合顆粒 
 （長生堂砥日本ジェネリック）　

1貞 6.50
2349101D1156／620478501

2349J　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

姐亜　次の疾患における制酸作用と症状の改善／胃潰瘍，十二指

腸潰瘍，胃炎，上部消化管機能異常。

姐唖　１日1.6～4.8g，数回分割経口投与。用時1gを約10異の水に

懸濁するかそのまま投与。年齢・症状により適宜増減。

阿　透析療法を受けている者

葦アイセントレス錠400mg 
 （ＭＳＤ）

400偵1錠 劇 1,582.40
6250032F1026／620007815

6250i　HIVインテグラーゼ阻害剤　ラルテグラビルカリウム

姐亜　HIV感染症。

姐唖　１回400mg，１日２回経口投与。食事の有無にかかわらず

投与可。必ず他の抗HIV薬と併用。

虻娃　診療報酬明細書等の取扱いにおいては，当該患者の秘密

の保護に十分配慮する（平20.6.27保医発0627003）。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

葦アイセントレス錠600mg 
 （ＭＳＤ）

600偵1錠 劇 1,582.40
6250032F2022／622626001

6250i　HIVインテグラーゼ阻害剤　ラルテグラビルカリウム

姐亜　HIV感染症。
注）抗HIV治療経験がないHIV感染患者，又はラルテグラビル400mg1日
２回と他の抗HIV薬でウイルス学的抑制が得られているHIV感染患者に
使用。

姐唖　１日１回1200mg，経口投与。食事の有無にかかわらず投

与可。必ず他の抗HIV薬と併用。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

宛旭穐 アイトロール 錠10mg  
 （トーアエイヨー砥アステラス） 

10偵1錠 10.10
2171023F1023／612170716

宛旭穐 　〃　　　　 錠20mg  20偵1錠 12.70
2171023F2020／612170717

2171　狭心症治療用ISMN製剤　一硝酸イソソルビド

姐亜　狭心症。

姐唖　１回20mg，１日２回経口投与。年齢・症状により適宜増減。

効果不十分な場合，１回40mg，１日２回まで増量可。労作狭心症

・労作兼安静狭心症で重症と判断された場合，１回40mg，１日２

回経口投与可。

阿　①重篤な低血圧・心原性ショック②閉塞隅角緑内障③頭部外傷・脳出
血④高度な貧血⑤硝酸・亜硝酸エステル系薬剤に過敏症の既往歴⑥ホスホ
ジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤，グアニル酸シクラーゼ刺激作用
を有する薬剤を投与中　哀　①ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する
薬剤（シルデナフィルクエン酸塩調 バイアグラ，レバチオ 陳，バルデナフィル塩
酸塩水和物調 レビトラ 陳，タダラフィル調 シアリス，アドシルカ，ザルティア 陳）
②グアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤（リオシグアト調 アデムパ
ス 陳）

宛旭 アイピーディ カプセル50  
 （大鵬薬品） 

50偵1兀 29.40
4490016M1023／610407001

宛旭 　〃　　　　 カプセル100  100偵1兀 33.30
4490016M2020／610407002

4490　アレルギー性疾患治療剤　スプラタストトシル酸塩

姐亜　気管支喘息，アトピー性皮膚炎，アレルギー性鼻炎。

姐唖　１回100mg，１日３回毎食後経口投与。年齢・症状により適

宜増減。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

葦アイピーディドライシロップ5％ 
 （大鵬薬品）　　

5％1貞 43.30
4490016R1020／610451011

4490　アレルギー性疾患治療剤　スプラタストトシル酸塩

姐亜　気管支喘息。

姐唖　小児１回3mg/kg，１日２回朝夕食後，用時溶解経口投与。

年齢・症状により適宜増減。１日300mg（DS：6g）まで。標準投

与量は３～５歳未満37.5mg（DS：0.75g），５～11歳未満75mg

（DS：1.5g），11歳以上100mg（DS：2g）。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

宛旭穐 アイミクス 配合錠LD  
 （大日本住友砥塩野義） 

1錠 劇 105.30
2149118F1020／622199201

宛旭穐 　〃　　　 配合錠HD  1錠 劇 120.50
2149118F2026／622199301

2149T　長時間作用型ARB緬持続性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

姐亜　高血圧症。

姐唖　１日１回１錠，経口投与。本剤は高血圧治療の第一選択薬

としての使用不可。

阿　①本剤（成分）・ジヒドロピリジン系化合物に過敏症の既往歴②妊婦・
妊娠の可能性③アリスキレンを投与中の糖尿病（ただし，他の降圧治療を行
ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の者を除く）

宛葵 アーガメイト 89.29％顆粒5.6g  
 （三和化学砥アステラス） 　

89.29％1貞 12.10
2190016D1028／622189501

宛葵 　〃　　　　 20％ゼリー25g  20％25貞1個 75.10
2190016Q2026／621261101

2190i　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

姐亜　急性・慢性腎不全に伴う高カリウム血症。

姐唖　１日15～30g（ゼリー：75～150g，顆粒：16.8～33.6g），２

～３回分割，顆粒は１回量を水30～50異を用い，経口投与。症状

により適宜増減。

阿　腸閉塞

挨宛旭 アカルディ カプセル1.25  
 （日本ベーリンガー） 

1.25偵1兀 78.30
2119006M1029／610406380

挨宛旭 　〃　　　 カプセル2.5  2.5偵1兀 136.00
2119006M2025／610406381

2119i　心不全治療薬　ピモベンダン

姐亜　利尿剤等を投与しても十分な心機能改善が得られない場合

の急性心不全。ジギタリス製剤，利尿剤等の基礎治療剤を投与し

ても十分な効果が得られない場合の慢性心不全（軽症～中等症）。

姐唖　急性心不全　１回2.5mg，経口投与。病態に応じ１日２回経

口投与可。必要に応じジギタリス製剤等と併用。慢性心不全　１

回2.5mg，１日２回食後経口投与。年齢・症状により適宜増減。

ジギタリス製剤，利尿剤等と併用。

宛葵逢 アカルボース 50mg錠 50偵1錠 10.00
3969003F1018／622740600

宛葵逢 　〃　　　　 100mg錠 100偵1錠 17.70
3969003F2014／622740700
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鯵 アキネトン 細粒1％   （大日本住友） 1％1貞 27.20
1162001C1043／620004893

　 　〃　　　 錠1mg  1偵1錠 5.70
1162001F1066／620004894

1162　抗パーキンソン剤　ビペリデン塩酸塩

姐亜　特発性パーキンソニズム。その他のパーキンソニズム（脳炎

後，動脈硬化性，中毒性）。向精神薬投与によるパーキンソニズム

・ジスキネジア（遅発性を除く）・アカシジア。

姐唖　初期量１回1mg（細粒：0.1g），１日２回。その後漸増，１日

３～6mg（細粒：0.3～0.6g）を分割経口投与。年齢・症状により

適宜増減。

阿　①閉塞隅角緑内障②本剤（成分）に過敏症の既往歴③重症筋無力症

逢アキョウ 10貞 143.60
5100001X1016／615100046

5100　生薬　アキョウ

　アクセノン末  （大日本住友） 1貞 83.90
1132001A1035／610463003

1132　抗てんかん剤　エトトイン

姐亜　てんかんのけいれん発作（強直間代発作調 全般けいれん発作，

大発作 陳）。

姐唖　１日成人１～3g，小児0.5～1g，毎食後，就寝前４回分割経

口投与。少量より開始し，十分な効果を得るまで漸増。年齢・症

状により適宜増減。

阿　本剤（成分）・ヒダントイン系化合物に過敏症

宛葵逢アクタリット100mg錠 100偵1錠 24.30
1149031F1014／622710400

1149i　抗リウマチ剤　アクタリット

姐亜　各銘柄（商品名）参照。

姐唖　各銘柄（商品名）参照。

宛葵逢 アクタリット 錠100mg 
「TOA」  

 （東亜薬品砥武田テバファーマ砥武田） 

100偵1錠 24.30
1149031F1057／620003880

宛葵逢 　〃　　　　 錠100mg 
「サワイ」   （沢井） 

100偵1錠 24.30
1149031F1065／620003878

1149i　抗リウマチ剤　アクタリット

姐亜　関節リウマチ。

姐唖　他の消炎鎮痛剤等とともに，１日300mg，３回分割経口投

与。

阿　妊婦・妊娠の可能性，授乳婦

宛旭穐 アクトス 錠15  
 （武田テバ薬品砥武田） 

15偵1錠 58.40
3969007F1024／610432040

宛旭穐 　〃　　 錠30  30偵1錠 108.60
3969007F2020／610432041

宛旭　 　〃　　 OD錠15  15偵1錠 58.40
3969007F3027／621990901

宛旭　 　〃　　 OD錠30  30偵1錠 108.60
3969007F4023／621991001

3969i　インスリン抵抗性改善剤調2型糖尿病治療剤調　ピオグリタゾ

ン塩酸塩

姐亜　次のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵

抗性が推定される場合の２型糖尿病／食事療法・運動療法のみ，

食事療法・運動療法に加えてSU剤・α-グルコシダーゼ阻害剤・ビ

グアナイド系薬剤・インスリン製剤のいずれかを使用。

姐唖　１日１回15～30mg，朝食前又は後経口投与。45mgまで。

食事療法・運動療法に加えてインスリン製剤使用　 １日１回

15mg，朝食前又は後経口投与。30mgまで。以上，性別・年齢・症

宛葵逢 アカルボース 50mg口腔内
崩壊錠

50偵1錠 10.00
3969003F3010／622740800

宛葵逢 　〃　　　　 100mg口腔内
崩壊錠

100偵1錠 17.70
3969003F4017／622740900

3969i　食後過血糖改善剤　アカルボース

姐亜　各銘柄（商品名）参照。

姐唖　各銘柄（商品名）参照。

宛葵逢 アカルボース 錠50mg 
「JG」   （日本ジェネリック） 

50偵1錠 10.00
3969003F1050／620009289

宛葵逢 　〃　　　　 錠50mg 
「NS」   （日新製薬） 

50偵1錠 10.00
3969003F1069／620009288

宛葵逢 　〃　　　　 錠50mg 
「YD」  （陽進堂砥第一三共エスファ） 

50偵1錠 10.00
3969003F1077／620009292

宛葵逢 　〃　　　　 錠50mg 
「日医工」   （日医工） 

50偵1錠 10.00
3969003F1085／620009290

宛葵逢 　〃　　　　 錠50mg 
「サワイ」   （沢井） 

50偵1錠 10.00
3969003F1093／621958701

宛葵逢 　〃　　　　 錠50mg 
「ファイザー」   （ファイザー） 

50偵1錠 10.00
3969003F1115／621942102

宛葵逢 　〃　　　　 錠50mg 
「TCK」   （辰巳） 

50偵1錠 10.00
3969003F1123／622302201

宛葵逢 　〃　　　　 錠50mg 
「テバ」  （武田テバファーマ砥武田） 

50偵1錠 10.00
3969003F1131／621784902

宛葵逢 　〃　　　　 錠100mg 
「JG」   （日本ジェネリック） 

100偵1錠 17.70
3969003F2057／620009294

宛葵逢 　〃　　　　 錠100mg 
「NS」   （日新製薬） 

100偵1錠 17.70
3969003F2065／620009293

宛葵逢 　〃　　　　 錠100mg 
「YD」  （陽進堂砥第一三共エスファ） 

100偵1錠 17.70
3969003F2073／620009297

宛葵逢 　〃　　　　 錠100mg 
「日医工」   （日医工） 

100偵1錠 17.70
3969003F2081／620009295

宛葵逢 　〃　　　　 錠100mg 
「サワイ」   （沢井） 

100偵1錠 17.70
3969003F2090／621958801

宛葵逢 　〃　　　　 錠100mg 
「ファイザー」   （ファイザー） 

100偵1錠 17.70
3969003F2111／621942202

宛葵逢 　〃　　　　 錠100mg 
「TCK」   （辰巳） 

100偵1錠 17.70
3969003F2120／622302301

宛葵逢 　〃　　　　 錠100mg 
「テバ」  （武田テバファーマ砥武田） 

100偵1錠 17.70
3969003F2138／621785002

宛葵逢 　〃　　　　 OD錠50mg 
「ファイザー」   （ファイザー） 

50偵1錠 10.00
3969003F3053／622008502

宛葵逢 　〃　　　　 OD錠50mg 
「テバ」  （武田テバファーマ砥武田） 

50偵1錠 10.00
3969003F3061／621896402

宛葵逢 　〃　　　　 OD錠100mg 
「ファイザー」   （ファイザー） 

100偵1錠 17.70
3969003F4050／622008602

宛葵逢 　〃　　　　 OD錠100mg 
「テバ」  （武田テバファーマ砥武田） 

100偵1錠 17.70
3969003F4068／621896502

3969i　食後過血糖改善剤　アカルボース

姐亜　糖尿病の食後過血糖の改善（食事療法・運動療法によっても

十分な血糖コントロールが得られない場合，又は食事療法・運動

療法に加えて経口血糖降下薬もしくはインスリン製剤を使用して

いる患者で十分な血糖コントロールが得られない場合）。

姐唖　１回100mg，１日３回食直前経口投与。１回50mgより投

与開始し，忍容性確認後１回100mgへ増量も可。年齢・症状によ

り適宜増減。

虻娃　①食事療法，運動療法のみを行っている患者では，投与の

際の食後血糖２時間値が200mg/維以上を示す場合に限る。②食

事療法，運動療法に加えて経口血糖降下剤又はインスリン製剤を

使用している患者では，投与の際の空腹時血糖値は140mg/維以

上 を 目 安 と す る（ 平21.5.15保 医 発0515002，最 終 改 正： 平

28.12.8保医発1208第１号）。

阿　①重症ケトーシス，糖尿病性昏睡又は前昏睡②重症感染症，手術前後，
重篤な外傷③本剤（成分）に過敏症の既往歴④妊婦・妊娠の可能性
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症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，乳腺炎，骨髄炎，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，膀胱炎，腎盂腎炎，尿道炎，淋菌感染症，軟性下疳，性病性

（鼠径）リンパ肉芽腫，子宮内感染，脳膿瘍，涙のう炎，外耳炎，中

耳炎，副鼻腔炎，歯周組織炎，猩紅熱，炭疽，ブルセラ症，百日咳，

野兎病，ガス壊疽，回帰熱，ワイル病，発疹チフス，発疹熱，つつが

虫病。

姐唖　１日成人1g，小児30mg/kg，４回分割経口投与。年齢・症状

により適宜増減。

阿　テトラサイクリン系薬剤に過敏症の既往歴

　アコニンサン錠 
 （三和生薬砥化研生薬）

166.67偵1錠 5.70
5900001F1022／615100047

5900　鎮痛，強心，利尿薬　ブシ末

姐亜　鎮痛，強心，利尿。

姐唖　１日９錠，３回分服。

葦アコファイド錠100mg 
 （ゼリア砥アステラス）

100偵1錠 36.90
2399015F1020／622244101

2399i　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

姐亜　機能性ディスペプシアにおける食後膨満感，上腹部膨満感，

早期満腹感。
注）上部消化管内視鏡検査等により，胃癌等の悪性疾患を含む器質的疾患
を除外。

姐唖　１回100mg，１日３回食前経口投与。

虻娃　①本剤は「機能性ディスペプシアにおける食後膨満感，

上腹部膨満感，早期満腹感」と診断された場合に限り算定。その

場合レセプトの傷病名に「機能性ディスペプシア」を用いる。②
レセプトの記載に当たっては，上部消化管内視鏡検査等の実施年

月日を摘要欄に記入（当該検査を実施した月のみ。ただし初回は

必ず記載）（平25.5.24保医発0524第４号，平30.3.26保医発0326

第８号）。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

宛旭アサコール錠400mg  （ゼリア） 400偵1錠 64.80
2399009F3028／621969902

2399i　潰瘍性大腸炎治療剤　メサラジン

姐亜　潰瘍性大腸炎（重症を除く）。

姐唖　１日2,400mg，３回分割食後経口投与。寛解期は必要に応

じ １ 日 １ 回2,400mg，食 後 経 口 投 与 も 可。 活 動 期 に は １ 日

3,600mg，３回分割食後経口投与。状態により適宜減量。

阿　①本剤（成分）に過敏症の既往歴②サリチル酸塩類に過敏症の既往歴
③重篤な腎障害④重篤な肝障害

愛アザチオプリン錠　悪 50偵1錠 120.20
3999005F1016／613990075

3999i　免疫抑制剤　アザチオプリン

姐亜　次の臓器移植における拒絶反応の抑制／腎移植，肝移植，心

移植，肺移植。ステロイド依存性のクローン病の寛解導入・寛解

維持，ステロイド依存性の潰瘍性大腸炎の寛解維持。治療抵抗性

の次のリウマチ性疾患／全身性血管炎（顕微鏡的多発血管炎，多

発血管炎性肉芽腫症，結節性多発動脈炎，好酸球性多発血管炎性

肉芽腫症，高安動脈炎等），全身性エリテマトーデス（SLE），多発

性筋炎，皮膚筋炎，強皮症，混合性結合組織病，及び難治性リウマ

チ性疾患。自己免疫性肝炎。
注）臓器移植の拒絶反応抑制：副腎皮質ステロイドや他の免疫抑制剤と
の併用で使用。ステロイド依存性のクローン病の寛解導入：副腎皮質ス
テロイドとの併用で使用。

姐唖　〔移植〕腎移植　成人・小児，初期量１日２～3mg/kg，維持量

１日0.5～1mg/kg，経口投与。肝・心・肺移植　成人・小児，初期量

１日２～3mg/kg，維持量１日１～2mg/kg，経口投与。以上，用

状により適宜増減。
注）①女性・高齢者は１日１回15mgから開始が望ましい。②インスリン
併用時は１日１回15mgから開始。

虻娃　対象はインスリン抵抗性が推定される患者に限る。イン

スリン抵抗性の目安は肥満度（BMI　kg/m2）が24以上又はインス

リン分泌状態が空腹時血中インスリン値で5µU/異以上（平

11.11.19保険発156，平22.5.28保医発0528第１号）。

阿　①心不全・その既往歴②重症ケトーシス，糖尿病性昏睡又は前昏睡，１
型糖尿病③重篤な肝機能障害④重篤な腎機能障害⑤重症感染症，手術前後，
重篤な外傷⑥本剤（成分）に過敏症の既往歴⑦妊婦・妊娠の可能性

宛旭穐 アクトネル 錠2.5mg  
 （ＥＡファーマ砥エーザイ） 

2.5偵1錠 劇 84.60
3999019F1026／610462001

宛旭穐 　〃　　　 錠75mg  75偵1錠 劇 2,199.00
3999019F3029／622226001

3999i　骨粗鬆症治療剤　リセドロン酸ナトリウム水和物

姐亜　骨粗鬆症。

姐唖　〔2.5mg錠〕１日１回2.5mg，起床時に約180異の水とともに

経口投与。〔75mg錠〕75mgを月１回，起床時に約180異の水とと

もに経口投与。以上，服用後少なくとも30分は横にならず，水以

外の飲食・他剤の経口摂取も避ける。

阿　①食道狭窄又はアカラシア（食道弛緩不能症）等の食道通過を遅延さ
せる障害のある者②本剤（成分）・他のビスフォスフォネート系薬剤に過敏
症の既往歴③低カルシウム血症④服用時に立位あるいは坐位を30分以上保
てない者⑤妊婦・妊娠の可能性⑥高度な腎障害

宛旭穐アクトネル錠17.5mg 
 （ＥＡファーマ砥エーザイ）

17.5偵1錠 劇 502.00
3999019F2022／620004865

3999i　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

姐亜　骨粗鬆症。骨ページェット病。

姐唖　骨粗鬆症　17.5mgを１週間に１回，起床時に水約180異とと

もに経口投与。骨ページェット病　１日１回17.5mg，起床時に水

約180異とともに８週間連日経口投与。以上，服用後少なくとも

30分は横にならず，水以外の飲食・他剤の経口摂取も避ける。
注）骨ページェット病：再治療は少なくとも２ヶ月間の休薬期間をおく。

阿　①食道狭窄又はアカラシア（食道弛緩不能症）等の食道通過を遅延さ
せる障害のある者②本剤（成分）・他のビスフォスフォネート系薬剤に過敏
症の既往歴③低カルシウム血症④服用時に立位あるいは坐位を30分以上保
てない者⑤妊婦・妊娠の可能性⑥高度な腎障害

葦アグリリンカプセル0.5mg 
 （シャイアー）

0.5偵1兀 劇 788.70
4299003M1020／622379001

4299i　本態性血小板血症治療剤　アナグレリド塩酸塩水和物

姐亜　本態性血小板血症。

姐唖　１回0.5mg，１日２回経口投与より開始。増量は１週間以

上の間隔をあけて１日0.5mgずつ行い，１日４回を超えない範囲

で分割経口投与。１回量2.5mg，１日量10mgまで。状態により

適宜増減。

阿　①本剤（成分）に過敏症の既往歴②重度の肝機能障害

　 アクロマイシン Vカプセル
50mg   （サンファーマ） 

50偵1兀 8.30
6152002M1023／616150003

　 　〃　　　　　 Vカプセル
250mg  

250偵1兀 12.40
6152002M2020／616150002

6152　TC系抗生物質　テトラサイクリン塩酸塩

姐亜　〈適応菌種〉テトラサイクリン感性のブドウ球菌属，レン

サ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，淋菌，炭疽菌，大腸菌，クレブシエ

ラ属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，

インフルエンザ菌，軟性下疳菌，百日咳菌，ブルセラ属，野兎病

菌，ガス壊疽菌群，回帰熱ボレリア，ワイル病レプトスピラ，リケ

ッチア属，クラミジア属，肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・

ニューモニエ）。〈適応症〉表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染
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宛葵握 アシクロビル 顆粒40％ 
「テバ」  

 （武田テバ薬品砥武田テバファー

マ砥武田） 

40％1貞 56.60
6250002D1172／621527604

宛葵握 　〃　　　　 顆粒40％ 
「CH」  （長生堂砥日本ジェネリック） 

40％1貞 56.60
6250002D1180／621444905

宛葵握 　〃　　　　 顆粒40％ 
「トーワ」   （東和薬品） 

40％1貞 56.60
6250002D1199／621444601

宛葵穐 　〃　　　　 顆粒40％ 
「タカタ」   （高田） 

40％1貞 103.20
6250002D1202／621445001

宛葵握 　〃　　　　 顆粒40％ 
「日医工」   （日医工） 

40％1貞 56.60
6250002D1210／621352601

宛葵穐 　〃　　　　 シロップ8％ 
「タカタ」   （高田） 

8％1異 26.30
6250002Q3045／621633701

宛葵穐 　〃　　　　 DS80％ 
「サワイ」   （沢井） 

80％1貞 171.30
6250002R1048／621676401

宛葵穐 　〃　　　　 DS80％ 
「NK」   （日本化薬） 

80％1貞 171.30
6250002R1056／621489901

6250i　抗ウイルス化学療法剤　アシクロビル

姐亜　単純疱疹，造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス

感染症（単純疱疹）の発症抑制，帯状疱疹。小児のみ　水痘，性器ヘ

ルペスの再発抑制。
注）性器ヘルペスの再発抑制：体重40kg以上に限り投与。

姐唖　単純疱疹　成人１回200mg（顆粒：0.5g，DS：0.25g，シロ

ップ：2.5異）を１日５回，小児１回20mg（顆粒：0.05g，DS：

0.025g，シロップ：0.25異）/kgを１日４回，経口投与。小児は１

回最高200mg。造血幹細胞移植時の単純疱疹の発症抑制　成人１

回200mgを１日５回，小児１回20mg/kgを１日４回，造血幹細胞

移植施行７日前より施行後35日まで経口投与。小児は１回最高

200mg。帯状疱疹　成人１回800mg（顆粒：2g，DS：1g，シロッ

プ：10異）を１日５回，小児１回20mg/kgを１日４回，経口投与。

小児は１回最高800mg。水痘　小児１回20mg/kg，１日４回経口

投与。１回最高800mg。性器ヘルペスの再発抑制　小児１回

20mg/kg，１日４回経口投与。１回最高200mg。以上，年齢・症

状により適宜増減。

阿　本剤（成分）・バラシクロビル塩酸塩に過敏症の既往歴

宛葵握 アシクロビル 錠200mg 
「サワイ」   （沢井） 

200偵1錠 31.00
6250002F1238／621142001

宛葵握 　〃　　　　 錠200mg 
「テバ」  

 （武田テバ薬品砥武田テバファー

マ砥武田） 

200偵1錠 31.00
6250002F1246／621445205

宛葵握 　〃　　　　 錠200mg 
「CH」  （長生堂砥日本ジェネリック） 

200偵1錠 31.00
6250002F1254／621445603

宛葵握 　〃　　　　 錠200mg 
「トーワ」   （東和薬品） 

200偵1錠 31.00
6250002F1262／621445301

宛葵握 　〃　　　　 錠200mg 
「ファイザー」  

 （マイラン砥ファイザー） 

200偵1錠 31.00
6250002F1289／621353002

宛葵握 　〃　　　　 錠200mg 
「日医工」   （日医工） 

200偵1錠 31.00
6250002F1297／621352902

宛葵握 　〃　　　　 錠400mg 
「サワイ」   （沢井） 

400偵1錠 46.20
6250002F2234／621353901

宛葵握 　〃　　　　 錠400mg 
「テバ」  

 （武田テバ薬品砥武田テバファー

マ砥武田） 

400偵1錠 46.20
6250002F2242／621445904

宛葵握 　〃　　　　 錠400mg 
「CH」  （長生堂砥日本ジェネリック） 

400偵1錠 46.20
6250002F2250／621446403

宛葵握 　〃　　　　 錠400mg 
「トーワ」   （東和薬品） 

400偵1錠 46.20
6250002F2269／621446001

宛葵握 　〃　　　　 錠400mg 
「ファイザー」  

 （マイラン砥ファイザー） 

400偵1錠 46.20
6250002F2285／621353802

量の注意深い増減が必要。〔ステロイド依存性のクローン病・潰瘍
性大腸炎，自己免疫性肝炎〕成人・小児１日１～2mg/kg（通常，成

人50～100mg），経口投与。〔リウマチ性疾患〕成人・小児１日１～

2mg/kg，経口投与。症状により適宜増減。１日3mg/kgまで。

阿　①本剤（成分）・メルカプトプリンに過敏症の既往歴②白血球数
3,000/mm3以下③フェブキソスタット，トピロキソスタットを投与中　

哀　①生ワクチン（乾燥弱毒生麻しんワクチン，乾燥弱毒生風しんワクチ
ン，経口生ポリオワクチン，乾燥BCG等）②フェブキソスタット調 フェブリ
ク 陳，トピロキソスタット調 トピロリック，ウリアデック 陳

穐アザニン錠50mg  （田辺三菱） 50偵1錠 121.80
3999005F1040／620004279

3999i　免疫抑制剤　アザチオプリン

姐亜　次の臓器移植における拒絶反応の抑制／腎移植，肝移植，心

移植，肺移植。ステロイド依存性のクローン病の寛解導入・寛解

維持，ステロイド依存性の潰瘍性大腸炎の寛解維持。治療抵抗性

の次のリウマチ性疾患／全身性血管炎（顕微鏡的多発血管炎，多

発血管炎性肉芽腫症，結節性多発動脈炎，好酸球性多発血管炎性

肉芽腫症，高安動脈炎等），全身性エリテマトーデス（SLE），多発

性筋炎，皮膚筋炎，強皮症，混合性結合組織病，及び難治性リウマ

チ性疾患。自己免疫性肝炎。
注）臓器移植の拒絶反応抑制：副腎皮質ステロイドや他の免疫抑制剤と
の併用で使用。ステロイド依存性のクローン病の寛解導入：副腎皮質ス
テロイドとの併用で使用。

姐唖　〔移植〕腎移植　成人・小児，初期量１日２～3mg/kg，維持量

１日0.5～1mg/kg，経口投与。肝・心・肺移植　成人・小児，初期量

１日２～3mg/kg，維持量１日１～2mg/kg，経口投与。以上，用

量の注意深い増減が必要。〔ステロイド依存性のクローン病・潰瘍
性大腸炎，自己免疫性肝炎〕成人・小児１日１～2mg/kg（通常，成

人50～100mg），経口投与。〔リウマチ性疾患〕成人・小児１日１～

2mg/kg，経口投与。症状により適宜増減。１日3mg/kgまで。

阿　①本剤（成分）・メルカプトプリンに過敏症の既往歴②白血球数
3,000/mm3以下③フェブキソスタット，トピロキソスタットを投与中　

哀　①生ワクチン（乾燥弱毒生麻しんワクチン，乾燥弱毒生風しんワクチ
ン，経口生ポリオワクチン，乾燥BCG等）②フェブキソスタット調 フェブリ
ク 陳，トピロキソスタット調 トピロリック，ウリアデック 陳

宛旭 アザルフィジン EN錠500mg  
 （あゆみ製薬） 

500偵1錠 47.60
6219001H1056／620004897

宛旭 　〃　　　　　 EN錠250mg  250偵1錠 30.30
6219001H2036／610463004

6219i　抗リウマチ剤　サラゾスルファピリジン

姐亜　関節リウマチ。

姐唖　消炎鎮痛剤等で十分な効果が得られない場合に使用。１日

1g，２回分割朝食及び夕食後経口投与。

阿　①サルファ剤・サリチル酸製剤に過敏症の既往歴②新生児・低出生体
重児

宛葵握 アシクロビル 40％顆粒 40％1貞 56.60
6250002D1016／622689000

宛葵握 　〃　　　　 200mg錠 200偵1錠 31.00
6250002F1017／622747100

宛葵握 　〃　　　　 400mg錠 400偵1錠 46.20
6250002F2013／620003457

6250i緬1319i　抗ウイルス化学療法剤　アシクロビル

姐亜　各銘柄（商品名）参照。

姐唖　各銘柄（商品名）参照。

宛葵握 アシクロビル 顆粒40％ 
「CHOS」  （ＣＨＯ砥ファイザー） 

40％1貞 56.60
6250002D1148／621720601

宛葵握 　〃　　　　 顆粒40％ 
「サワイ」   （沢井） 

40％1貞 56.60
6250002D1164／621444801
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注）①外国の臨床における体内動態試験の成績から，500mgを１日１回
３日間経口投与することにより，感受性菌に対して有効な組織内濃度が
約７日間持続することが予測されているので，治療に必要な投与期間は
３日間とする。②４日目以降でも臨床症状が不変又は悪化の場合，医師
の判断で適切な他剤に変更。

虻娃　３日間に限り算定可（平25.12.13保医発1213第６号，最終

改正：平27.6.18保医発0618第２号）。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

宛葵　 アジスロ マイシン 錠
250mg 「DSEP」  
 （全星砥第一三共エスファ） 

250偵1錠 77.20
6149004F1036／622286701

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「F」  
 （富士製薬砥ケミファ） 

250偵1錠 77.20
6149004F1044／622294801

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「JG」  
 （長生堂砥日本ジェネリック） 

250偵1錠 77.20
6149004F1052／622290801

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「KN」  
 （小林化工砥ニプロＥＳ） 

250偵1錠 77.20
6149004F1060／622274201

挨宛葵 　〃　　　　　　 錠
250mg 「KOG」  
 （興和砥日本薬工） 

250偵1錠 77.20
6149004F1079／622276801

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「NP」   （ニプロ） 

250偵1錠 77.20
6149004F1087／622296901

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「YD」   （陽進堂） 

250偵1錠 77.20
6149004F1109／622269601

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「アメル」  （共和薬品） 

250偵1錠 77.20
6149004F1117／622275601

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「サワイ」   （沢井） 

250偵1錠 77.20
6149004F1125／622295401

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「タカタ」   （高田） 

250偵1錠 77.20
6149004F1141／622274401

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「テバ」  
 （武田テバ薬品砥武田テバファー

マ砥武田） 

250偵1錠 77.20
6149004F1150／622282801

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「トーワ」  （東和薬品） 

250偵1錠 77.20
6149004F1168／622281501

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「日医工」   （日医工） 

250偵1錠 77.20
6149004F1176／622270801

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「TCK」   （辰巳） 

250偵1錠 109.50
6149004F1192／622352901

宛葵　 　〃　　　　　　 錠
250mg 「CHM」  
 （ケミックス砥昭和薬化） 

250偵1錠 77.20
6149004F1206／622368001

6149i　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

姐亜　〈適応菌種〉アジスロマイシン感性のブドウ球菌属，レン

サ球菌属，肺炎球菌，淋菌，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・ニューモフィラ，ペプトス

トレプトコッカス属，プレボテラ属，クラミジア属，マイコプラズ

マ属。〈適応症〉深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，咽頭

・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支

炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染，尿道炎，子宮頸管

炎，骨盤内炎症性疾患，副鼻腔炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎。
注）淋菌を適応菌種とするのは骨盤内炎症性疾患に限る。

姐唖　１日１回500mg，３日間経口投与。尿道炎，子宮頸管炎　

1000mg，１回経口投与。骨盤内炎症性疾患　アジスロマイシン

注射剤による治療後，１日１回250mg，経口投与。
注）①本剤で治療開始し，４日目以降でも臨床症状が不変又は悪化の場
合，医師の判断で適切な他剤に変更。尿道炎・子宮頸管炎には，アジスロ
マイシン投与開始後２～４週間は経過観察し，効果を判定。②外国の臨
床における体内動態試験の成績から，本剤500mgを１日１回３日間経口
投与することにより，感受性菌に対して有効な組織内濃度が約７日間持
続することが予測されているので，注射剤による治療が適応されない感
染症の治療に必要な投与期間は３日間とする。尿道炎・子宮頸管炎は，本
剤1000mgを１回投与することにより，トラコーマクラミジア（クラミジ

宛葵握 アシクロビル 錠400mg 
「日医工」   （日医工） 

400偵1錠 46.20
6250002F2293／621353701

宛葵　 　〃　　　　 内服ゼリー
200mg 「日医工」  

200偵1包 157.30
6250002Q1034／621446904

6250i　抗ウイルス化学療法剤　アシクロビル

姐亜　単純疱疹，造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス

感染症（単純疱疹）の発症抑制，帯状疱疹。小児のみ　性器ヘルペ

スの再発抑制。
注）性器ヘルペスの再発抑制：体重40kg以上に限り投与。

姐唖　単純疱疹　成人１回200mgを１日５回，小児１回20mg/kg

を１日４回，経口投与。小児は１回最高200mg。造血幹細胞移植
時の単純疱疹の発症抑制　成人１回200mgを１日５回，小児１回

20mg/kgを１日４回，造血幹細胞移植施行７日前より施行後35

日まで経口投与。小児は１回最高200mg。帯状疱疹　成人１回

800mgを１日５回，小児１回20mg/kgを１日４回，経口投与。小

児は１回最高800mg。性器ヘルペスの再発抑制　 小児１回

20mg/kg，１日４回経口投与。１回最高200mg。以上，年齢・症

状により適宜増減。

阿　本剤（成分）・バラシクロビル塩酸塩に過敏症の既往歴

宛葵アシクロビル内服ゼリー
800mg 「日医工」  （日医工）

800偵1包 456.80
6250002Q2030／621447004

6250i　抗ウイルス化学療法剤　アシクロビル

姐亜　帯状疱疹。

姐唖　成人１回800mgを１日５回，小児１回20mg/kgを１日４

回，経口投与。小児は１回最高800mg。以上，年齢・症状により

適宜増減。

阿　本剤（成分）・バラシクロビル塩酸塩に過敏症の既往歴

宛葵 アジスロ マイシン 細粒小児用
10％ 「JG」  
 （長生堂砥日本ジェネリック） 

100偵1貞 125.60
6149004C1048／622295301

宛葵 　〃　　　　　　 細粒小児用
10％ 「YD」   （陽進堂） 

100偵1貞 125.60
6149004C1064／622269501

宛葵 　〃　　　　　　 細粒10％
小児用 「KN」  
 （小林化工砥ニプロＥＳ） 

100偵1貞 93.20
6149004C1072／622274301

宛葵 　〃　　　　　　 小児用細粒
10％ 「タカタ」   （高田） 

100偵1貞 93.20
6149004C1080／622274501

宛葵 　〃　　　　　　 細粒小児用
10％ 「TCK」   （辰巳） 

100偵1貞 93.20
6149004C1099／622353101

宛葵 　〃　　　　　　 細粒小児用
10％ 「トーワ」   （東和薬品） 

100偵1貞 93.20
6149004C1102／622411501

宛葵 　〃　　　　　　 小児用錠
100mg 「タカタ」   （高田） 

100偵1錠 64.90
6149004F3020／622274601

宛葵 　〃　　　　　　 カプセル
小児用100mg 「JG」  
 （長生堂砥日本ジェネリック） 

100偵1兀 91.00
6149004M1035／622290701

宛葵 　〃　　　　　　 カプセル
小児用100mg 「YD」  
 （陽進堂） 

100偵1兀 91.00
6149004M1051／622269401

宛葵 　〃　　　　　　 カプセル
小児用100mg 「TCK」  （辰巳） 

100偵1兀 91.00
6149004M1060／622353001

6149i　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

姐亜　〈適応菌種〉アジスロマイシン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，肺炎クラミジア（クラミジア・ニューモニエ），

マイコプラズマ属。〈適応症〉咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲

炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，中耳炎。

姐唖　小児１日１回10mg/kg，３日間経口投与。１日量は成人の

最大量500mgを超えない。体重別１日量（概算）は，15～25kg：

200mg，26～35kg：300mg，36～45kg：400mg，46kg～：

500mg。15kg未満の患児には細粒を投与。
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宛旭 アシノン 錠150mg   （ゼリア） 150偵1錠 26.90
2325005F1031／620005870

宛旭 　〃　　 錠75mg  75偵1錠 17.10
2325005F2020／620005869

2325　H2受容体拮抗剤　ニザチジン

姐亜　〔75mg・150mg〕胃 潰 瘍，十 二 指 腸 潰 瘍，逆 流 性 食 道 炎。

〔75mgのみ〕次の疾患の胃粘膜病変（びらん，出血，発赤，浮腫）の

改善／急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期。

姐唖　胃潰瘍，十二指腸潰瘍　１回150mg，１日２回朝食後，就寝

前経口投与。１回300mg，１日１回就寝前経口投与も可。逆流性
食道炎　１回150mg，１日２回朝食後，就寝前経口投与。胃粘膜
病変の改善　１回75mg，１日２回朝食後，就寝前経口投与。以

上，年齢・症状により適宜増減。

　アジャストAコーワ錠40mg 
 （興和）

40偵1錠 5.90
2354002F1030／620003131

2354　緩下剤　センナエキス

姐亜　便秘症。

姐唖　成人１回80mg，就寝前経口投与。高度の便秘には１回160

～240mgまでを頓用として経口投与。連用の場合は１回40～

80mg，毎食後経口投与。小児（６～12歳）１回40mg，就寝前経口

投与。

阿　①本剤・センノシド製剤に過敏症の既往歴②急性腹症の疑い・痙攣性
便秘③重症の硬結便④電解質失調（特に低カリウム血症）のある者への大量
投与

葦 アジルバ 錠20mg   （武田） 20偵1錠 140.20
2149048F1022／622143501

葦 　〃　　 錠40mg  40偵1錠 210.20
2149048F2029／622143601

葦 　〃　　 錠10mg  10偵1錠 93.80
2149048F3025／622341401

2149i　持続性AT1レセプターブロッカー　アジルサルタン

姐亜　高血圧症。

姐唖　１日１回20mg，経口投与。年齢・症状により適宜増減。１

日最大量40mg。

阿　①本剤（成分）に過敏症の既往歴②妊婦・妊娠の可能性③アリスキレン
フマル酸塩を投与中の糖尿病（ただし，他の降圧治療を行ってもなお血圧の
コントロールが著しく不良の者を除く）

葦 アジレクト 錠0.5mg   （武田） 0.5偵1錠 劇 519.70
1169017F1025／622624501

葦 　〃　　　 錠1mg  1偵1錠 劇 963.60
1169017F2021／622624401

1169i　パーキンソン病治療剤　ラサギリンメシル酸塩

姐亜　パーキンソン病。

姐唖　１日１回1mg，経口投与。

阿　①他のMAO阻害薬を投与中②ペチジン塩酸塩含有製剤，トラマドー
ル塩酸塩，タペンタドール塩酸塩を投与中③三環系抗うつ薬，四環系抗うつ
薬，選択的セロトニン再取り込み阻害薬，セロトニン再取り込み阻害・セロ
トニン受容体調節薬，セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬，選
択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬，リスデキサンフェタミンメシル
酸塩，ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ薬を投与中④中等度以上
の肝機能障害（Child-Pugh分類ＢまたはＣ）⑤本剤（成分）に過敏症の既往
歴　哀　①MAO阻害薬（セレギリン塩酸塩調 エフピー 陳，サフィナミドメシル
酸塩調 エクフィナ 陳）②ペチジン塩酸塩含有製剤調 ペチロルファン 陳，トラマド
ール塩酸塩調 トラマール 陳，タペンタドール塩酸塩調 タペンタ 陳③三環系抗うつ
薬（アミトリプチリン塩酸塩調 トリプタノール 陳，アモキサピン調 アモキサン 陳，
イミプラミン塩酸塩調 トフラニール 陳，クロミプラミン塩酸塩調 アナフラニー
ル 陳，ドスレピン塩酸塩調 プロチアデン 陳，トリミプラミンマレイン酸塩調 スル
モンチール 陳，ノルトリプチリン塩酸塩調 ノリトレン 陳，ロフェプラミン塩酸塩

調 アンプリット 陳）④四環系抗うつ薬（マプロチリン塩酸塩調 ルジオミール 陳，ミ
アンセリン塩酸塩調 テトラミド 陳，セチプチリンマレイン酸塩調 テシプール 陳）
⑤選択的セロトニン再取り込み阻害薬（フルボキサミンマレイン酸塩調 ルボ
ックス，デプロメール 陳，パロキセチン塩酸塩水和物調 パキシル 陳，セルトラリ
ン塩酸塩調 ジェイゾロフト 陳，エスシタロプラムシュウ酸塩調 レクサプロ 陳）⑥

ア・トラコマティス）に対し有効な組織内濃度が約10日間持続することが
予測されているので，治療に必要な投与回数は１回とする。③アジスロ
マイシン注射剤による治療を行った肺炎に対し本剤に切り替える場合，
症状に応じ投与期間変更可。

虻娃　３日間に限り算定可。ただし，肺炎に対しアジスロマイ

シン注射液からアジスロマイシン錠250mg又は同500mgへ切り

替えた場合はこの限りでない（平25.12.13保医発1213第６号，平

26.12.11保医発1211第１号）。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

宛葵 アジスロ マイシン 錠500mg 
「トーワ」   （東和薬品） 

500偵1錠 183.90
6149004F4027／622281601

宛葵 　〃　　　　　　 錠500mg 
「日医工」   （日医工） 

500偵1錠 183.90
6149004F4035／622270901

6149i　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

姐亜　〈適応菌種〉アジスロマイシン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，ペプトストレプトコッカス属，レジオネラ・ニ

ューモフィラ，クラミジア属，マイコプラズマ属。〈適応症〉深

在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁

桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢

性呼吸器病変の二次感染，尿道炎，子宮頸管炎，副鼻腔炎，歯周組

織炎，歯冠周囲炎，顎炎。

姐唖　１日１回500mg，３日間経口投与。尿道炎，子宮頸管炎　

1000mg，１回経口投与。
注）①本剤で治療開始し，４日目以降でも臨床症状が不変又は悪化の場
合，医師の判断で適切な他剤に変更。尿道炎・子宮頸管炎には，アジスロ
マイシン投与開始後２～４週間は経過観察し，効果を判定。②外国の臨
床における体内動態試験の成績から，本剤500mgを１日１回３日間経口
投与することにより，感受性菌に対して有効な組織内濃度が約７日間持
続することが予測されているので，注射剤による治療が適応されない感
染症の治療に必要な投与期間は３日間とする。尿道炎・子宮頸管炎は，本
剤1000mgを１回投与することにより，トラコーマクラミジア（クラミジ
ア・トラコマティス）に対し有効な組織内濃度が約10日間持続することが
予測されているので，治療に必要な投与回数は１回とする。③アジスロ
マイシン注射剤による治療を行った肺炎に対し本剤に切り替える場合，
症状に応じ投与期間変更可。

虻娃　３日間に限り算定可。ただし，肺炎に対しアジスロマイ

シン注射液からアジスロマイシン錠250mg又は同500mgへ切り

替えた場合はこの限りでない（平25.12.13保医発1213第６号，平

26.12.11保医発1211第１号）。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

葦 アシテア ダニ舌下錠100単位
（IR）   （塩野義） 

100IR1錠 71.90
4490030F1024／622424601

葦 　〃　　 ダニ舌下錠300単位
（IR）  

300IR1錠 214.30
4490030F2020／622424701

4490　減感作療法薬（アレルゲン免疫療法薬）　アレルゲン

姐亜　ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎に対する減感作療法。

姐唖　１日１回100単位，舌下投与から開始。１回量100単位ず

つ，300単位まで増量。漸増期間は原則として３日間。状態によ

り適宜延長。舌下投与後は完全に溶解するまで保持後，飲み込

む。その後５分間はうがいや飲食を控える。

阿　①本剤にショックの既往歴②重症の気管支喘息

宛葵アシドレス配合内服液 
 （中北砥カイゲンファーマ）

10異 11.50
2349100X1182／620479301

2349J　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

姐亜　次の疾患における制酸作用と症状の改善／胃・十二指腸潰

瘍，胃炎，上部消化管機能異常。

姐唖　１日16～48異，数回分割経口投与。年齢・症状により適宜増

減。

阿　透析療法を受けている者
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管支炎，急性気管支炎，慢性気管支炎。

姐唖　１回１～２錠，１日２～３回経口投与。頓用は１～２錠を

発作の予想されるとき又は就寝前経口投与。年齢・症状により適

宜増減。

阿　①閉塞隅角緑内障②前立腺肥大等下部尿路の閉塞性疾患③カテコー
ルアミンを投与中④キサンチン系薬剤・パパベリン製剤に重篤な副作用の
既往歴　哀　カテコールアミン製剤（アドレナリン，イソプレナリン塩酸塩
等）

宛葵アストーマ配合カプセル 
 （日医工）

1兀 5.50
2229104M1038／620380501

2229K　鎮咳剤　ジプロフィリン・メトキシフェナミン配合剤

姐亜　次の疾患に伴う咳嗽及び気道閉塞症状／気管支喘息（重症発

作時を除く），喘息性気管支炎，急性気管支炎，慢性気管支炎，感冒

・上気道炎。

姐唖　１回２～３カプセル，１日３回経口投与。年齢・症状により

適宜増減。

阿　①閉塞隅角緑内障②前立腺肥大等下部尿路の閉塞性疾患③本剤（配合
成分）に重篤な副作用の既往歴

宛葵 アストマリ 細粒10％   （鶴原） 10％1貞 劇 7.90
2223001C1037／620008575

宛葵 　〃　　　 錠15mg  15偵1錠 5.70
2223001F2129／620008576

2223　鎮咳剤　デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

姐亜　次の疾患に伴う咳嗽／感冒，急性気管支炎，慢性気管支炎，

気管支拡張症，肺炎，肺結核，上気道炎（咽喉頭炎，鼻カタル）。気

管支造影術・気管支鏡検査時の咳嗽。

姐唖　１回15～30mg（細粒：0.15～0.3g），１日１～４回経口投

与。年齢・症状により適宜増減。

阿　①本剤（成分）に過敏症の既往歴②MAO阻害剤を投与中　哀　MAO
阻害剤

宛旭 アストミン 散10％  
 （オーファンパシフィック） 

10％1貞 劇 37.20
2229001B1051／620004431

☆ 　〃　　　 錠10mg  10偵1錠 5.70
2229001F1053／620004432

2229i　鎮咳剤　ジメモルファンリン酸塩

姐亜　次の疾患に伴う鎮咳／上気道炎，肺炎，急性気管支炎，肺結

核，珪肺，珪肺結核，肺癌，慢性気管支炎。

姐唖　〔散〕成人（15歳以上）１回10～20mg（散：0.1～0.2g），小児

（８～14歳）１回10mg（散：0.1g），１日３回経口投与。〔錠〕成人

（15歳以上）１回10～20mg，１日３回経口投与。以上，年齢・症状

により適宜増減。

宛旭アストミンシロップ0.25％ 
 （オーファンパシフィック）

0.25％1異 3.90
2229001Q1054／620004433

2229i　鎮咳剤　ジメモルファンリン酸塩

姐亜　次の疾患に伴う鎮咳／上気道炎，急性気管支炎，肺炎。

姐唖　次の１日量を３回分割経口投与。２歳未満7.5～11.25mg

（３～4.5異），２～３歳12.5～20mg（５～８異），４～６歳20～

27.5mg（８～11異），７～14歳30～35mg（12～14異）。以上，年

齢・症状により適宜増減。

挨 アストモリジン 配合胃溶錠  
 （マルホ） 

1錠 劇向 17.70
2229112F1033／620381101

挨 　〃　　　　　 配合腸溶錠  1錠 劇向 17.90
2229112H2030／620381201

2229T　喘息治療剤　プロキシフィリン・エフェドリン配合剤

姐亜　次の疾患に伴う咳嗽・気道閉塞症状／気管支喘息，急性気管

支炎，慢性気管支炎。

姐唖　〔胃溶錠〕１回１錠，１日１～２回経口投与。〔腸溶錠〕１回１

セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節薬（ボルチオキセチン臭
化水素酸塩調 トリンテリックス 陳）⑦セロトニン・ノルアドレナリン再取り込
み阻害薬（ミルナシプラン塩酸塩調 トレドミン 陳，デュロキセチン塩酸塩調 サイ
ンバルタ 陳，ベンラファキシン塩酸塩調 イフェクサー 陳）⑧選択的ノルアドレナ
リン再取り込み阻害薬（アトモキセチン塩酸塩調 ストラテラ 陳）⑨リスデキサ
ンフェタミンメシル酸塩調 ビバンセ 陳⑩ノルアドレナリン・セロトニン作動性
抗うつ薬（ミルタザピン調 レメロン，リフレックス 陳）

宛葵アズクレニンS配合顆粒 
 （長生堂砥日本ジェネリック）

1貞 6.50
2329122D1341／620457501

2329T　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調グル

タミン

姐亜　次の疾患における自覚症状・他覚所見の改善／胃潰瘍，十二

指腸潰瘍，胃炎。

姐唖　１日1.5～2.0g，３～４回分割経口投与。年齢・症状により

適宜増減。

愛 アスコルビン酸 　悪 1貞 7.30
3140001X1012／613140001

穐 　〃　　　　　 ＊（岩城）  
 （岩城） 

1貞 8.60
3140001X1020／620000705

穐 　〃　　　　　 ＊（山善）  
 （山善） 

1貞 8.60
3140001X1071／620000707

穐 　〃　　　　　  「ヨシダ」  
 （吉田製薬） 

1貞 8.60
3140001X1101／613140009

愛 　〃　　　　　  「ニッコー」  
 （日興製薬砥中北） 

1貞 7.30
3140001X1136／620712212

穐 　〃　　　　　  「ケンエー」  
 （健栄） 

1貞 7.50
3140001X1144／620000709

穐 　〃　　　　　 原末 「マルイシ」  
 （丸石） 　　

1貞 7.50
3140001X1160／620008574

愛 　〃　　　　　 散　悪 10％1貞 7.50
3140001B2011／613140003

愛 　〃　　　　　 散　悪 20％1貞 7.60
3140001B3018／613140004

3140i　ビタミンＣ製剤　アスコルビン酸

姐亜　ビタミンＣ欠乏症の予防・治療（壊血病，メルレル・バロー

病）。ビタミンＣの需要が増大し，食事からの摂取が不十分な際

の補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳婦，激しい肉体労働時等）。次の

疾患のうちビタミンＣの欠乏又は代謝障害が関与すると推定され

る場合／毛細管出血（鼻出血，歯肉出血，血尿等），薬物中毒，副腎

皮質機能障害，骨折時の骨基質形成・骨癒合促進，肝斑・雀卵斑・炎

症後の色素沈着，光線過敏性皮膚炎。

姐唖　１日50～2,000mg，１～数回分割経口投与。年齢・症状によ

り適宜増減。

虻娃　ビタミン剤の投与が認められるのは，医師が当該ビタミ

ン剤の投与が有効であると判断し，適正に投与された場合に限る

（令2.3.5保医発0305第１号）。

宛葵逢 アズサレオン 錠10  
 （シオノ砥江州） 

10偵1錠 15.20
4490014F1041／610463005

宛葵　 　〃　　　　 錠20  20偵1錠 33.00
4490014F2064／610463006

4490　アレルギー性疾患治療剤　エピナスチン塩酸塩

姐亜　気管支喘息。アレルギー性鼻炎。蕁麻疹，湿疹・皮膚炎，皮

膚そう痒症，痒疹，そう痒を伴う尋常性乾癬。

姐唖　アレルギー性鼻炎　１日１回10～20mg，経口投与。その他　

１日１回20mg，経口投与。以上，年齢・症状により適宜増減。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

　アストフィリン配合錠 
 （サンノーバ砥エーザイ）

1錠 5.90
2229111F1047／620381001

2229T　喘息治療薬　ジプロフィリン・ノスカピン配合剤

姐亜　次の疾患に伴う咳嗽・気道閉塞症状／気管支喘息，喘息性気
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姐唖　１日６錠，２～３回分割経口投与。年齢・症状により適宜増

減。

阿　①高カルシウム血症②腎結石③重篤な腎不全

　アスパラ配合錠 
 （田辺三菱砥ニプロＥＳ）

（150偵）1錠 5.90
3229102F1107／620732901

3229J　Ｋ，Mgアスパルテート製剤　L調アスパラギン酸カリウム・L調ア

スパラギン酸マグネシウム

姐亜　次の疾患・状態におけるカリウム補給（マグネシウム欠乏を

合併している疑いのある場合）／降圧利尿剤・副腎皮質ホルモン・

強心配糖体・インスリン・ある種の抗生物質等の連用時，低カリウ

ム血症型周期性四肢麻痺，心疾患時の低カリウム状態，肝疾患時

の低カリウム状態，重症嘔吐，下痢，カリウム摂取不足，手術後。

姐唖　１日225～750mg（３～10錠），２～３回分割経口投与。年

齢・症状により適宜増減。

阿　①前日の尿量が500異以下あるいは投与直前の排尿が１時間当たり
20異以下の重篤な腎機能障害②副腎機能障害（アジソン病）③高カリウム血
症・高マグネシウム血症④消化管通過障害⑤高カリウム血性周期性四肢麻
痺⑥本剤（成分）に過敏症の既往歴⑦エプレレノンを投与中　哀　エプレレ
ノン調 セララ 陳

　 アスパラカリウム 散50％  
 （ニプロＥＳ） 

50％1貞 6.50
3229005B1038／620004901

　 　〃　　　　　　 錠300mg  300偵1錠 5.90
3229005F1080／620004902

3229i　Ｋアスパルテート製剤　L調アスパラギン酸カリウム

姐亜　次の疾患・状態のカリウム補給／降圧利尿剤・副腎皮質ホル

モン・強心配糖体・インスリン・ある種の抗生物質等の連用時，低

カリウム血症型周期性四肢麻痺，心疾患時の低カリウム状態，重

症嘔吐，下痢，カリウム摂取不足，手術後。

姐唖　１日0.9～2.7g（散：1.8～5.4g，錠：３～９錠），３回分割経

口投与。症状により１回3g（散：6g，錠：10錠）まで増量可。

阿　①前日の尿量が500異以下あるいは投与直前の排尿が１時間当たり
20異以下の重篤な腎機能障害②副腎機能障害（アジソン病）③高カリウム血
症④消化管通過障害⑤高カリウム血性周期性四肢麻痺⑥本剤（成分）に過敏
症の既往歴⑦エプレレノンを投与中　哀　エプレレノン調 セララ 陳

愛 アスピリン 　悪 10貞 35.60
1143001X1015／611140017

愛 　〃　　　  「ホエイ」  
 （マイラン砥ファイザー） 

10貞 35.60
1143001X1112／611140850

愛 アスピリン    （山善） 10貞 35.60
1143001X1147／611140017

愛 　〃　　　  「ヨシダ」   （吉田製薬） 10貞 35.60
1143001X1201／611140798

愛 　〃　　　 原末 「マルイシ」  
 （丸石） 

10貞 35.60
1143001X1236／620008577

愛 　〃　　　  「日医工」   （日医工） 10貞 35.60
1143001X1244／620072734

1143緬3399　解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤　アスピリン

姐亜　関節リウマチ，リウマチ熱，変形性関節症，強直性脊椎炎，関

節周囲炎，結合織炎，術後疼痛，歯痛，症候性神経痛，関節痛，腰痛

症，筋肉痛，捻挫痛，打撲痛，痛風による痛み，頭痛，月経痛。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）。川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）。

姐唖　１回0.5～1.5g，１日1.0～4.5g，経口投与。年齢・疾患・症状

により適宜増減するが，前記の最高量まで。急性上気道炎　１回

0.5～1.5g，頓用。原則として１日２回まで，１日最大4.5g。年齢

・症状により適宜増減。川崎病　急性期有熱期間は，１日30～

50mg/kg，３回分割経口投与。解熱後の回復期から慢性期は，１

日３～5mg/kg，１回経口投与。症状により適宜増減。
注）川崎病：回復期において発症後２～３ヶ月間投与し，その後断層心エ
コー図等の冠動脈検査で冠動脈障害が認められない場合は中止。

錠，１日１～２回就寝前又は必要時経口投与。以上，年齢・症状に

より適宜増減。

阿　①キサンチン系薬剤による重篤な副作用の既往歴②バルビツール酸
系化合物に過敏症の既往歴③アドレナリン，イソプロテレノール等のカテ
コールアミンを投与中④急性間欠性ポルフィリン症⑤次の薬剤を投与中：
併用禁忌参照　哀　①カテコールアミン（アドレナリン調 ボスミン 陳，イソプ
ロテレノール調 プロタノール 陳等）②ボリコナゾール調 ブイフェンド 陳，タダラ
フィル（肺高血圧症を適応とする場合）調 アドシルカ 陳，マシテンタン調 オプス
ミット 陳，チカグレロル調 ブリリンタ 陳，アルテメテル・ルメファントリン調 リア
メット配合錠 陳，オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル

調 ヴィキラックス配合錠 陳，アスナプレビル調 スンベプラ 陳，ダクラタスビル塩
酸塩調 ダクルインザ 陳，バニプレビル調 バニヘップ 陳，エルバスビル調 エレルサ 陳，
グラゾプレビル水和物調 グラジナ 陳，ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル
・ベクラブビル塩酸塩調 ジメンシー配合錠 陳，ダルナビル　エタノール付加物・
コビシスタット調 プレジコビックス配合錠 陳③リルピビリン塩酸塩調 エジュラ
ント 陳，リルピビリン塩酸塩・テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩・エム
トリシタビン調 コムプレラ配合錠 陳④リルピビリン塩酸塩・テノホビル　アラ
フェナミドフマル酸塩・エムトリシタビン調 オデフシィ配合錠 陳⑤エルビテグ
ラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル　ジソプロキシルフ
マル酸塩調 スタリビルド配合錠 陳⑥エルビテグラビル・コビシスタット・エム
トリシタビン・テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩調 ゲンボイヤ配合錠 陳

⑦ソホスブビル・ベルパタスビル調 エプクルーサ配合錠 陳⑧ビクテグラビルナ
トリウム・エムトリシタビン・テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩調 ビク
タルビ配合錠 陳⑨ドルテグラビルナトリウム・リルピビリン塩酸塩調 ジャルカ
配合錠 陳

（投与：30日まで）

茜宛葵穐アストリックドライシロップ
80％  （日本化薬）　　

80％1貞 171.30
6250002R1021／610463007

6250i　抗ウイルス化学療法剤　アシクロビル

姐亜　単純疱疹，造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス

感染症（単純疱疹）の発症抑制，帯状疱疹。小児のみ　水痘，性器ヘ

ルペスの再発抑制。
注）性器ヘルペスの再発抑制：体重40kg以上に限り投与。

姐唖　単純疱疹　成人１回200mgを１日５回，小児１回20mg/kg

を１日４回，経口投与。小児は１回最高200mg。造血幹細胞移植
時の単純疱疹の発症抑制　成人１回200mgを１日５回，小児１回

20mg/kgを１日４回，造血幹細胞移植施行７日前より施行後35

日まで経口投与。小児は１回最高200mg。帯状疱疹　成人１回

800mgを１日５回，小児１回20mg/kgを１日４回，経口投与。小

児は１回最高800mg。水痘　小児１回20mg/kg，１日４回経口投

与。 １ 回 最 高800mg。性 器 ヘ ル ペ ス の 再 発 抑 制　 小 児 １ 回

20mg/kg，１日４回経口投与。１回最高200mg。以上，年齢・症

状により適宜増減。

阿　本剤（成分）・バラシクロビル塩酸塩に過敏症の既往歴

鯵アズノール錠2mg  （日本新薬） 2偵1錠 5.90
2323001F1225／620004435

2323緬226　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

姐亜　内服　次の疾患における自覚症状・他覚所見の改善／胃潰

瘍，胃炎。含嗽　咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯肉炎，舌炎，口腔

創傷。

姐唖　内服　１回2mg，１日３回食前経口投与。１回量を約100異

の水又は微温湯に溶解し経口投与が望ましい。含嗽　１回４～

6mg，約100異の水又は微温湯に溶解し１日数回含嗽。以上，年

齢・症状により適宜増減。

　アスパラ調CA錠200  （ニプロＥＳ） 1錠 5.70
3214001F1020／613210001

3214　Caアスパルテート製剤　L調アスパラギン酸カルシウム水和物

姐亜　低カルシウム血症に起因するテタニー・テタニー関連症状の

改善。次の代謝性骨疾患におけるカルシウム補給／骨粗鬆症，骨

軟化症。発育期におけるカルシウム補給。妊娠時・授乳時におけ

るカルシウム補給。
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血傾向④アスピリン喘息・その既往歴⑤妊婦（出産予定日12週以内）⑥低出
生体重児，新生児，乳児

宛旭穐 アスペノン カプセル10  
 （バイエル） 

10偵1兀 劇 37.70
2129004M1026／612120232

宛旭穐 　〃　　　 カプセル20  20偵1兀 劇 58.70
2129004M2022／612120233

2129i　不整脈治療剤　アプリンジン塩酸塩

姐亜　頻脈性不整脈で他の抗不整脈薬が使用できないか，無効の

場合。

姐唖　１日40mgより投与開始，効果不十分な場合は60mgまで増

量，１日２～３回分割経口投与。年齢・症状により適宜増減。

阿　①重篤な刺激伝導障害（完全房室ブロック等）②重篤なうっ血性心不
全③妊婦・妊娠の可能性

　 アスベリン 散10％   （ニプロＥＳ） 10％1貞 9.30
2249003B1037／620002500

愛 　〃　　　 錠10  10偵1錠 9.80
2249003F1039／620003073

愛 　〃　　　 錠20  20偵1錠 9.80
2249003F2027／612220036

　 　〃　　　 シロップ0.5％  0.5％10異 16.10
2249003Q1048／620002502

　 　〃　　　 シロップ 「調剤用」 2％  2％1異 6.50
2249003Q2044／620002501

　 　〃　　　 ドライシロップ2％  2％1貞 6.50
2249003R1043／620002503

2249i　鎮咳剤　チペピジンヒベンズ酸塩

姐亜　次の疾患に伴う咳嗽・喀痰喀出困難／感冒，上気道炎（咽喉

頭炎，鼻カタル），急性気管支炎，慢性気管支炎，肺炎，肺結核，気

管支拡張症。

姐唖　 成 人 １ 日66.5～132.9mg（ チ ペ ピ ジ ン ク エ ン 酸 塩60～

120mg相当量），小児（錠剤除く）１日１歳未満5.54～22.1mg（同

５～20mg相当量），１～３歳未満11.1～27.7mg（同10～25mg相

当量），３～６歳未満16.6～44.3mg（同15～40mg相当量），３回

分割経口投与。以上，年齢・症状により適宜増減。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

宛葵アズレミン配合細粒  （ニプロ） 1貞 6.50
2329122C1044／620457301

2329T　胃炎・消炎性潰瘍治療剤　アズレンスルホン酸ナトリウム水和

物・L調グルタミン

姐亜　次の疾患における自覚症状・他覚所見の改善／胃潰瘍，十二

指腸潰瘍，胃炎。

姐唖　１日1.5～2.0g，３～４回分割経口投与。年齢・症状により

適宜増減。

宛葵アズレン顆粒1％ 「ツルハラ」 
 （鶴原）

1％1貞 6.30
2323001D3073／621270401

2323　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

姐亜　次の疾患における自覚症状・他覚所見の改善／胃潰瘍，胃

炎。

姐唖　１回2mg（顆粒：0.2g），１日３回食前経口投与。１回量を

約100異の水又は微温湯に溶解し経口投与。

宛葵アズレン錠2mg 「ツルハラ」 
 （鶴原）

2偵1錠 5.10
2323001F1250／620428301

2323緬226　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

姐亜　内服　次の疾患における自覚症状・他覚所見の改善／胃潰

瘍，胃炎。含嗽　咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯肉炎，舌炎，口腔

創傷。

阿　①本剤・サリチル酸系製剤に過敏症の既往歴②消化性潰瘍③重篤な血
液異常・肝障害・腎障害④重篤な心機能不全⑤アスピリン喘息・その既往歴
⑥妊婦（出産予定日12週以内）

愛 アスピリン  「ケンエー」   （健栄） 10貞 35.60
1143001X1040／620000484

愛 　〃　　　 露 「純生」 郎  
 （小堺砥日興製薬販売） 

10貞 35.60
1143001X1074／611140849

1143　解熱鎮痛消炎剤　アスピリン

姐亜　関節リウマチ，リウマチ熱，変形性関節症，強直性脊椎炎，関

節周囲炎，結合織炎，術後疼痛，歯痛，症候性神経痛，関節痛，腰痛

症，筋肉痛，捻挫痛，打撲痛，痛風による痛み，頭痛，月経痛。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）。

姐唖　１回0.5～1.5g，１日1.0～4.5g，経口投与。年齢・疾患・症状

により適宜増減するが，前記の最高量まで。急性上気道炎　１回

0.5～1.5g，頓用。原則として１日２回まで，１日最大4.5g。年齢

・症状により適宜増減。

阿　①本剤・サリチル酸系製剤に過敏症の既往歴②消化性潰瘍③重篤な血
液異常・肝障害・腎障害④重篤な心機能不全⑤アスピリン喘息・その既往歴
⑥妊婦（出産予定日12週以内）

宛葵 アスピリン 腸溶錠100mg 
「トーワ」   （東和薬品） 

100偵1錠 5.70
3399007H1080／620007816

宛葵 　〃　　　 腸溶錠100mg 
「日医工」   （日医工） 

100偵1錠 5.70
3399007H1102／621675501

宛葵 　〃　　　 腸溶錠100mg 
「JG」   （日本ジェネリック） 

100偵1錠 5.70
3399007H1110／622258001

宛葵 　〃　　　 腸溶錠100mg 
「ファイザー」  

 （マイラン砥ファイザー） 

100偵1錠 5.70
3399007H1129／621676502

宛葵 　〃　　　 腸溶錠100mg 
「ZE」   （全星砥沢井） 

100偵1錠 5.70
3399007H1137／621525202

3399i　抗血小板剤　アスピリン

姐亜　次の疾患における血栓・塞栓形成の抑制／狭心症（慢性安定

狭心症，不安定狭心症），心筋梗塞，虚血性脳血管障害（一過性脳虚

血発作調 TIA 陳，脳梗塞）。冠動脈バイパス術（CABG）又は経皮経管

冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制。川

崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）。

姐唖　１日１回100mg，経口投与。症状により１回300mgまで増

量可。川崎病　急性期有熱期間は，１日30～50mg/kg，３回分割

経口投与。解熱後の回復期から慢性期は，１日３～5mg/kg，１回

経口投与。症状により適宜増減。
注）川崎病：回復期において発症後２～３ヶ月間投与し，その後断層心エ
コー図等の冠動脈検査で冠動脈障害が認められない場合は中止。

阿　①本剤（成分）・サリチル酸系製剤に過敏症の既往歴②消化性潰瘍③出
血傾向④アスピリン喘息・その既往歴⑤妊婦（出産予定日12週以内）⑥低出
生体重児，新生児，乳児

宛葵アスファネート配合錠A81 
 （中北）

81偵1錠 5.70
3399100F1086／621419201

3399J　抗血小板剤　アスピリン・ダイアルミネート

姐亜　次の疾患における血栓・塞栓形成の抑制／狭心症（慢性安定

狭心症，不安定狭心症），心筋梗塞，虚血性脳血管障害（一過性脳虚

血発作調 TIA 陳，脳梗塞）。冠動脈バイパス術（CABG）又は経皮経管

冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制。川

崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）。

姐唖　１日１回１錠，経口投与。症状により１回４錠まで増量可。

川崎病　急性期有熱期間は，１日30～50mg/kg，３回分割経口投

与。解熱後の回復期から慢性期は，１日３～5mg/kg，１回経口投

与。症状により適宜増減。
注）川崎病：回復期において発症後２～３ヶ月間投与し，その後断層心エ
コー図等の冠動脈検査で冠動脈障害が認められない場合は中止。

阿　①本剤（成分）・サリチル酸系製剤に過敏症の既往歴②消化性潰瘍③出

内―アスレ

ア

―　　―9



仮　（466）

腎不全，副甲状腺機能低下症，ビタミンＤ抵抗性クル病，ビタミン

Ｄ抵抗性骨軟化症。

姐唖　血清カルシウム濃度の十分な管理のもと投与量調整。骨粗
鬆症，慢性腎不全　１日１回0.5～1.0µg，経口投与。年齢・症状に
より適宜増減。副甲状腺機能低下症，その他のビタミンＤ代謝異
常に伴う疾患　１日１回1.0～4.0µg，経口投与。疾患・年齢・症状・
病型により適宜増減。小児の骨粗鬆症　 １日１回0.01～

0.03µg/kg，経口投与。小児のその他疾患　１日１回0.05～

0.1µg/kg，経口投与。以上，疾患・症状により適宜増減。

葦ワントラム錠100mg�（日本新薬） 100�1錠 劇 107.70
1149038G1020／622404701

1149i　持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤　トラマドール塩酸塩

姐亜　非オピオイド鎮痛剤で治療困難な次における鎮痛／疼痛を

伴う各種癌，慢性疼痛。

姐唖　１日１回100～300mg，経口投与。症状により適宜増減。

１日400mgまで。

阿　�本剤（成分）に過敏症の既往歴�アルコール，睡眠剤，鎮痛剤，オピオ
イド鎮痛剤，向精神薬による急性中毒�モノアミン酸化酵素阻害剤を投与
中，または投与中止後14日以内�治療により十分な管理がされていないて
んかん患者�高度な腎障害・肝障害�12歳未満の小児　哀　モノアミン酸
化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩調�エフピー�陳，ラサギリンメシル酸塩調�アジレ
クト�陳）

阿　�出血（血小板減少性紫斑病，血管障害による出血傾向，血友病その他
の血液凝固障害，月経期間中，手術時，消化管潰瘍，尿路出血，喀血，流早産・
分娩直後等性器出血を伴う妊産褥婦，頭蓋内出血の疑い等）�出血する可能
性のある者（内臓腫瘍，消化管の憩室炎，大腸炎，亜急性細菌性心内膜炎，重
症高血圧症，重症糖尿病等）�重篤な腎障害�重篤な肝障害�中枢神経系の
手術・外傷後日の浅い者�本剤（成分）に過敏症の既往歴�妊婦・妊娠の可能
性�骨粗鬆症治療用ビタミンK2（メナテトレノン）製剤を投与中�イグラチ
モドを投与中�ミコナゾール（ゲル剤・注射剤・錠剤）を投与中　哀　�骨粗
鬆症治療用ビタミンK2製剤（メナテトレノン調�グラケー�陳）�イグラチモド調�ケ
アラム，コルベット�陳�ミコナゾール（ゲル剤・注射剤・錠剤）調�フロリードゲル
経口用，フロリードＦ注，オラビ錠口腔用�陳

宛葵ワルファリンK細粒0.2％「NS」
� （日新製薬）　

0.2％1� 7.60
3332001C1028／621938101

宛葵　〃　　　　　細粒0.2％「YD」
� （陽進堂）　　

0.2％1� 7.60
3332001C1036／621940901

愛　〃　　　　　錠1mg「トーワ」
� （東和薬品）　　

1�1錠 9.80
3332001F1083／620811510

愛　〃　　　　　錠1mg「F」
� （富士製薬）

1�1錠 9.80
3332001F1091／620811502

愛　〃　　　　　錠1mg「テバ」
� （武田テバファーマ砥武田）　

1�1錠 9.80
3332001F1105／620811507

愛　〃　　　　　錠1mg「NP」
� （ニプロ）

1�1錠 9.80
3332001F1113／620811511

愛　〃　　　　　錠1mg「日新」
� （日新製薬）　

1�1錠 9.80
3332001F1121／620811503

愛　〃　　　　　錠0.5mg「トーワ」
� （東和薬品）　　　

0.5�1錠 9.80
3332001F3051／621480506

愛　〃　　　　　錠0.5mg「テバ」
� （武田テバファーマ砥武田）　　

0.5�1錠 9.80
3332001F3060／621480504

愛　〃　　　　　錠0.5mg「NP」
� （ニプロ）　

0.5�1錠 9.80
3332001F3078／621480507

愛　〃　　　　　錠2mg「NP」 2�1錠 9.80
3332001F4031／621480604

3332　抗凝固剤　ワルファリンカリウム

姐亜　次の疾患の治療・予防／血栓塞栓症（静脈血栓症，心筋梗塞

症，肺塞栓症，脳塞栓症，緩徐に進行する脳血栓症等）。

姐唖　血液凝固能検査（プロトロンビン時間及びトロンボテスト）

の検査値に基づき投与量決定，血液凝固能管理を十分に行いつつ

使用。初回量を１日１回経口投与後，数日間かけて血液凝固能検

査で目標治療域に入るよう調節し，維持量を決定。抗凝固効果の

発現を急ぐ場合，初回投与時ヘパリン等の併用を考慮する。成人
初回量　１日１回１～5mg（細粒：0.5～2.5g）。小児維持量の目
安　12ヶ月未満は１日0.16mg（同0.08g）/kg，１～15歳未満は１

日0.04～0.10mg（同0.02～0.05g）/kg。
注）成人維持量は１日１回１～5mg程度となることが多い。

阿　�出血（血小板減少性紫斑病，血管障害による出血傾向，血友病その他
の血液凝固障害，月経期間中，手術時，消化管潰瘍，尿路出血，喀血，流早産・
分娩直後等性器出血を伴う妊産褥婦，頭蓋内出血の疑い等）�出血する可能
性のある者（内臓腫瘍，消化管の憩室炎，大腸炎，亜急性細菌性心内膜炎，重
症高血圧症，重症糖尿病等）�重篤な肝障害・腎障害�中枢神経系の手術・外
傷後日の浅い者�本剤（成分）に過敏症の既往歴�妊婦・妊娠の可能性�骨
粗鬆症治療用ビタミンK2（メナテトレノン）製剤を投与中�イグラチモドを
投与中�ミコナゾール（ゲル剤・注射剤・錠剤）を投与中　哀　�骨粗鬆症治
療用ビタミンK2製剤（メナテトレノン調�グラケー�陳）�イグラチモド調�ケアラ
ム，コルベット�陳�ミコナゾール（ゲル剤・注射剤・錠剤）調�フロリードゲル経口
用，フロリードＦ注，オラビ錠口腔用�陳

宛旭ワンアルファ錠0.25µg
� （帝人ファーマ）

0.25µ�1錠 劇 13.60
3112001F1055／620675301

宛旭　〃　　　　錠0.5µg 0.5µ�1錠 劇 13.60
3112001F2051／620675501

宛旭　〃　　　　錠1.0µg 1µ�1錠 劇 36.70
3112001F3058／620675701

3112　活性型ビタミンD3製剤　アルファカルシドール

姐亜　骨粗鬆症。次の疾患におけるビタミンＤ代謝異常に伴う諸

症状（低カルシウム血症，テタニー，骨痛，骨病変等）の改善／慢性
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外用薬

葦アイオピジンUD点眼液1％ 
 （ノバルティス）

1％0.1異1個 劇 670.10
1319737 1038／620005244

1319i　レーザー術後眼圧上昇防止剤　アプラクロニジン塩酸塩

姐亜　次の術後に生じる眼圧上昇の防止／アルゴンレーザー線維

柱帯形成術，アルゴンレーザー虹彩切開術，Nd-ヤグレーザー後
のう切開術。

姐唖　レーザー照射１時間前，照射直後に術眼に１滴ずつ点眼。

阿　①本剤・クロニジンに過敏症の既往歴②モノアミン酸化酵素阻害剤を
投与中　哀　モノアミン酸化酵素阻害剤

宛葵穐 アイケア 点眼液0.1％  
 （科研砥テイカ製薬） 

0.1％5異1瓶 229.50
1319720 3086／620006357

宛葵穐 　〃　　 点眼液0.3％  0.3％5異1瓶 308.90
1319720Y2063／622167401

1319i　角結膜上皮障害治療剤　精製ヒアルロン酸ナトリウム

姐亜　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。

姐唖　１回１滴，１日５～６回点眼し，症状により適宜増減。通常

は0.1％製剤を投与し，重症疾患等で効果不十分の場合，0.3％製

剤を投与。

宛葵 アイドロイチン 1％点眼液  
 （参天） 

1％5異1瓶 86.40
1319709 3020／661310284

宛葵 　〃　　　　　 3％点眼液  3％5異1瓶 88.80
1319709 4027／661310285

1319i　角膜保護点眼剤　コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

姐亜　角膜表層の保護。

姐唖　１回１～２滴，１日２～４回点眼。

葦アイファガン点眼液0.1％ 
 （千寿砥武田）

0.1％1異 454.50
1319761 1023／622150001

1319i　緑内障・高眼圧症治療剤　ブリモニジン酒石酸塩

姐亜　次の疾患で他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できな

い場合／緑内障，高眼圧症。

姐唖　１回１滴，１日２回点眼。

阿　①本剤（成分）に過敏症の既往歴②低出生体重児，新生児，乳児，２歳未
満の幼児

葦アイベータ配合点眼液 
 （千寿砥武田）

1異 451.30
1319824 1020／622698001

1319J　緑内障・高眼圧症治療剤　ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマ
レイン酸塩

姐亜　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。

姐唖　１回１滴，１日２回点眼。

虻娃　※（掲示事項等告示）当品目は新医薬品の処方日数制限対

象外。

阿　①本剤（成分）に過敏症の既往歴②低出生体重児，新生児，乳児又は２
歳未満の幼児③気管支喘息・その既往歴，気管支痙攣又は重篤な慢性閉塞性
肺疾患④コントロール不十分な心不全，洞性徐脈，房室ブロック（Ⅱ・Ⅲ度），
心原性ショック

（薬価基準収載日：令1.11.19）

愛 亜鉛華 軟膏　悪 10貞 24.90
2649704M1015／662640446

愛 　〃　 軟膏 「コザカイ・M」  
 （小堺砥岩城） 

10貞 24.90
2649704M1066／621716101

愛 　〃　 軟膏　シオエ  
 （シオエ砥日本新薬） 

10貞 24.90
2649704M1074／620001570

愛 　〃　 軟膏 「司生堂」   （司生堂） 10貞 24.90
2649704M1090／620001571

愛 　〃　 軟膏〈ハチ〉  
 （東洋製化砥小野砥健栄） 

10貞 24.90
2649704M1112／660431049

愛 　〃　 軟膏 「ホエイ」  
 （マイラン砥ファイザー） 

10貞 24.90
2649704M1120／662640903

愛 　〃　 軟膏 「ニッコー」  
 （日興製薬砥丸石） 

10貞 24.90
2649704M1171／620608511

愛 　〃　 軟膏 「ヨシダ」  
 （吉田製薬） 

10貞 24.90
2649704M1180／662640808

愛 　〃　 軟膏 「東豊」  
 （東豊砥日医工） 

10貞 24.90
2649704M1201／620008409

愛 　〃　 軟膏 「JG」  
 （日本ジェネリック） 

10貞 24.90
2649704M1210／620008556

愛 　〃　 軟膏 「日医工」   （日医工） 10貞 24.90
2649704M1228／620608525

2649i　収斂・消炎・保護剤　亜鉛華

姐亜　次の皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐／外傷，熱

傷，凍傷，湿疹・皮膚炎，肛門そう痒症，白癬，面皰，蕾，よう。その

他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面。

姐唖　症状により１日１～数回，患部に塗擦又は貼付。

阿　重度・広範囲の熱傷

宛葵 亜鉛華（10％） 単軟膏 
「コザカイ・M」   （小堺砥岩城） 

10貞 20.30
2649710M2025／662640563

宛葵 　〃　　　　　 単軟膏シオエ  
 （シオエ砥日本新薬） 

10貞 20.30
2649710M2033／662640564

宛葵 　〃　　　　　 単軟膏 「ニッコー」  
 （日興製薬砥丸石砥健栄） 　　

10貞 20.30
2649710M2050／662640566

宛葵 　〃　　　　　 単軟膏 「ホエイ」  
 （マイラン砥ファイザー） 　

10貞 20.30
2649710M2068／662640567

宛葵 　〃　　　　　 単軟膏 「ヤマゼン」  
 （山善） 　　

10貞 20.30
2649710M2084／662640569

宛葵 　〃　　　　　 単軟膏 「ヨシダ」  
 （吉田製薬） 　

10貞 20.30
2649710M2092／662640570

2649i　収斂・消炎・保護剤　亜鉛華単軟膏

姐亜　次の皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐／外傷，熱

傷，凍傷，湿疹・皮膚炎，肛門そう痒症，白癬，面皰，蕾，よう。その

他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面。

姐唖　症状により１日１～数回，患部に塗擦又は貼布。

阿　重度・広範囲の熱傷

愛 亜鉛華デンプン 　悪 10貞 23.00
2649705X1016／662640445

穐 　〃　　　　　  「コザカイ・M」  
 （小堺砥丸石） 　　

10貞 26.20
2649705X1059／620632715

愛 　〃　　　　　  「司生堂」  
 （司生堂） 

10貞 23.00
2649705X1075／620001575

愛 亜鉛華デンプン    （山善） 10貞 23.00
2649705X1164／662640445

2649i　収斂・消炎・保護剤　亜鉛華デンプン

姐亜　次の皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐／湿疹・皮膚

炎，汗疹，間擦疹，日焼け。

姐唖　症状により１日１～数回，綿等に含ませて軽く散布して用

いる。

阿　①重度・広範囲の熱傷②患部の湿潤
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2399i　抗生物質製剤　テトラサイクリン塩酸塩

姐亜　〈適応菌種〉テトラサイクリン感性のブドウ球菌属，レン

サ球菌属，大腸菌，クレブシエラ属，プロテウス属，モルガネラ・モ

ルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌。〈適応症〉抜

歯創・口腔手術創の二次感染，感染性口内炎。

姐唖　１日４～９錠，数回分割，口中，舌下，頬腔でとかしながら使

用。

阿　テトラサイクリン系薬剤に過敏症の既往歴

　アクロマイシン軟膏3％ 
 （サンファーマ）

30偵1貞 21.70
2634704M1047／620007559

2634　抗生物質製剤　テトラサイクリン塩酸塩

姐亜　〈適応菌種〉テトラサイクリン感性のブドウ球菌属，レン

サ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，大腸菌，クレブシエラ属，プロテ

ウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属。〈適応症〉

表在性皮膚感染症，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。

姐唖　症状により適量を１日１～数回，直接患部に塗布又は無菌

ガーゼにのばして貼付。

阿　テトラサイクリン系薬剤に過敏症の既往歴

愛アクロマイシン末 
 （サンファーマ）

1貞 202.00
2634703X1022／662630045

2634　抗生物質製剤　テトラサイクリン塩酸塩

姐亜　〈適応菌種〉経口：テトラサイクリン感性のブドウ球菌

属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，淋菌，炭疽菌，大腸菌，ク

レブシエラ属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデ

ンシア属，インフルエンザ菌，軟性下疳菌，百日咳菌，ブルセラ

属，野兎病菌，ガス壊疽菌群，回帰熱ボレリア，ワイル病レプトス

ピラ，リケッチア属，クラミジア属，肺炎マイコプラズマ（マイコ

プラズマ・ニューモニエ）。トローチ：テトラサイクリン感性のブ

ドウ球菌属，レンサ球菌属，大腸菌，クレブシエラ属，プロテウス

属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ

菌。口腔：テトラサイクリン感性菌。外皮：テトラサイクリン感

性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，大腸菌，

クレブシエラ属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビ

デンシア属。眼科：テトラサイクリン感性のブドウ球菌属，レン

サ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，淋菌，モラクセラ・ラクナータ（モ

ラー・アクセンフェルト菌），大腸菌，クレブシエラ属，プロテウス

属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，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），トラコ

ーマクラミジア（クラミジア・トラコマティス）。〈適応症〉経口　

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，乳腺炎，骨髄炎，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，膀胱炎，腎盂腎炎，尿

道炎，淋菌感染症，軟性下疳，性病性（鼠径）リンパ肉芽腫，子宮内

感染，脳膿瘍，涙のう炎，外耳炎，中耳炎，副鼻腔炎，歯周組織炎，

猩紅熱，炭疽，ブルセラ症，百日咳，野兎病，ガス壊疽，回帰熱，ワ

イル病，発疹チフス，発疹熱，つつが虫病。トローチ　抜歯創・口腔

手術創の二次感染，感染性口内炎。口腔挿入剤　抜歯創・口腔手術

創の二次感染。口腔軟膏剤　歯周組織炎，抜歯創・口腔手術創の二

次感染，ドライソケット，感染性口内炎。外皮　表在性皮膚感染

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。眼科　眼瞼炎，涙のう炎，麦粒腫，結膜炎，角膜炎（角膜潰

瘍を含む），眼外傷・眼科周術期の無菌化療法。

姐唖　〔経口〕１日成人1g，小児30mg/kg，４回分割経口投与。年
齢・症状により適宜増減。〔トローチ〕１日60～135mg（４～９
錠），数回分割，口中・舌下・頬腔で溶かしながら使用。〔口腔挿入
剤〕抜歯創，口腔手術創に５～15mg（１～３個）挿入。創面の状態
により，必要に応じて追加挿入。〔口腔軟膏剤〕適量を１日１～数

芦アクアチム軟膏1％  （大塚製薬） 1％1貞 32.00
2639700M1029／620000348

2639i　新キノロン系外用抗菌剤　ナジフロキサシン

姐亜　〈適応菌種〉本剤感性のブドウ球菌属，アクネ菌。〈適応

症〉表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症。

姐唖　１日２回，適量を患部に塗布。

宛旭 アクアチム クリーム1％  
 （大塚製薬） 

1％1貞 32.00
2639700N1032／620005245

宛旭 　〃　　　 ローション1％  1％1異 32.00
2639700 1055／620005246

2639i　新キノロン系外用抗菌剤　ナジフロキサシン

姐亜　〈適応菌種〉本剤感性のブドウ球菌属，アクネ菌。〈適応

症〉ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）。〔クリームのみ〕表在性皮膚感
染症，深在性皮膚感染症。

姐唖　１日２回，適量を患部に塗布。ざ瘡は洗顔後，患部に塗布。

葦アクトシン軟膏3％ 
 （ニプロファーマ砥マルホ）

3％1貞 43.40
2699703M1039／620007553

2699i　褥瘡・皮膚潰瘍治療剤　ブクラデシンナトリウム

姐亜　褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，下腿潰瘍）。

姐唖　清拭後，１日１～２回貼付，又は直接塗布。症状及び病巣の

大きさに応じて適量を使用。

愛アクリノール水和物　悪 1貞 58.90
2619714X1016／662610014

2619i　殺菌消毒剤　アクリノール水和物

姐亜　次の化膿局所の消毒／泌尿器・産婦人科術中術後，化膿性疾

患（蕾，よう，扁桃炎，副鼻腔炎，中耳炎），口腔領域。

姐唖　口腔領域　0.05～0.1％液で含嗽。その他　0.05～0.2％液を

使用。

鯵 アクリノール 液0.1％ 
「シオエ」  （シオエ砥日本新薬）

0.1％10異 6.90
2619700 1192／620003841

鯵 　〃　　　　 消毒液0.1％ 
「東豊」   （東豊） 

0.1％10異 7.90
2619700 1222／620007556

2619i　殺菌消毒剤　アクリノール水和物

姐亜　次の化膿局所の消毒／泌尿器・産婦人科術中術後，化膿性疾

患（蕾，よう，扁桃炎，副鼻腔炎，中耳炎）。

姐唖　0.05～0.2％液を使用。

宛葵 アクリノール 消毒液0.1％ 
「タイセイ」   （大成） 

0.1％10異 6.60
2619700 1214／620007555

宛葵 　〃　　　　 消毒液0.2％ 
「タイセイ」   

0.2％10異 6.60
2619700 2130／620007557

2619i　殺菌消毒剤　アクリノール水和物

姐亜　次の化膿局所の消毒／泌尿器・産婦人科術中術後，化膿性疾

患（蕾，よう，扁桃炎，副鼻腔炎，中耳炎）。

姐唖　〔0.1％液〕0.05～0.1％液を使用。〔0.2％液〕0.05～0.2％液を
使用。

愛アクリノール・チンク油　悪 1貞 6.60
2649803X1015／662640014

2649K　消炎鎮痛剤　アクリノール水和物・チンク油

姐亜　小範囲の第１度熱傷及び擦傷，小範囲の湿疹・皮膚炎におけ

る水疱・膿疱。

姐唖　１日１～数回，適量を患部に塗布。

阿　重度・広範囲の熱傷

　アクロマイシントローチ15mg 
 （サンファーマ）

15偵1錠 9.00
2399702E1033／620007558
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姐唖　適量，１日数回塗布。

阿　本剤（成分）・バラシクロビル塩酸塩に過敏症の既往歴

葦アジマイシン点眼液1％ 
 （千寿砥武田）

1％1異 306.40
1317714 1024／622688701

1317　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

姐亜　〈適応菌種〉アジスロマイシン感性のブドウ球菌属，レン

サ球菌属，肺炎球菌，コリネバクテリウム属，インフルエンザ菌，

アクネ菌。〈適応症〉結膜炎，眼瞼炎，麦粒腫，涙のう炎。

姐唖　結膜炎　成人・７歳以上の小児１回１滴，１日２回，２日間点

眼。その後，１日１回５日間点眼。眼瞼炎，麦粒腫，涙のう炎　成

人１回１滴，１日２回，２日間点眼。その後，１日１回12日間点

眼。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴
（薬価基準収載日：令1.9.4，投与：14日まで）

愛 亜硝酸アミル 　悪 0.25異1管 劇 793.10
2179700X1015／662170001

愛 　〃　　　　  「AFP」  
 （アルフレッサファーマ） 

0.25異1管 劇 793.10
2179700X1040／620337203

2179i緬3929　血管拡張・シアン化合物解毒剤　亜硝酸アミル

姐亜　狭心症。シアン及びシアン化合物による中毒。

姐唖　狭心症　１回0.25異（１管），被覆を除かずそのまま打ち叩い
て破砕し，内容を被覆に吸収させ鼻孔に当てて吸入。シアン中毒　

〔直接吸入〕１回0.25異（１管），被覆を除かずそのまま打ち叩いて
破砕し，内容を被覆に吸収させ鼻孔に当てて吸入。症状により適

宜増量。〔回路内投入〕バッグマスク等の呼吸器経路内に，１回
0.25異（１管），被覆を除かずそのまま打ち叩いて破砕したアンプ
ルを投入し，内容を吸入。症状により適宜増量。

阿　調 狭心症 陳①心筋梗塞急性期②閉塞隅角緑内障③頭部外傷・脳出血④高
度な貧血⑤硝酸・亜硝酸エステル系薬剤に過敏症の既往歴⑥ホスホジエス
テラーゼ５阻害作用を有する薬剤，グアニル酸シクラーゼ刺激作用を有す
る薬剤を投与中　哀　調 狭心症 陳①ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有す
る薬剤（シルデナフィルクエン酸塩調 バイアグラ 陳，バルデナフィル塩酸塩水
和物調 レビトラ 陳，タダラフィル調 シアリス 陳）②グアニル酸シクラーゼ刺激作
用を有する薬剤（リオシグアト調 アデムパス 陳）

茜宛葵アズガグルうがい液T4％ 
 （東亜薬品砥沢井砥ケミファ）

4％1異 37.70
2260700F1030／620003010

2260i　アズレン含嗽液　アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

姐亜　咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯肉炎，舌炎，口腔創傷。

姐唖　１回４～6mg，適量（約100異）の水又は微温湯に溶解し，１
日数回含嗽。年齢・症状により適宜増減。

虻娃　入院中の患者以外にうがい薬のみを投薬した場合（治療を

目的とする場合を除く）は調剤料，処方料，薬剤，処方箋料，調剤技

術基本料は算定しない（令2.3.5保医発0305第１号）。

宛旭穐 アスタット 軟膏1％   （マルホ） 1％1貞 31.50
2655710M1034／620008958

宛旭穐 　〃　　　 クリーム1％  1％1貞 31.50
2655710N1030／620008957

宛旭穐 　〃　　　 外用液1％  1％1異 31.50
2655710 1036／620008956

2655　抗真菌剤　ラノコナゾール

姐亜　次の皮膚真菌症の治療／白癬（足白癬，体部白癬，股部白

癬），カンジダ症（間擦疹，指間びらん症，爪囲炎），癜風。

姐唖　１日１回患部に塗布。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

宛葵アズノールうがい液4％ 
 （日本点眼薬砥日本新薬）

4％1異 37.70
2260700F1021／660463002

2260i　アズレン含嗽液　アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

姐亜　咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯肉炎，舌炎，口腔創傷。

回患部に塗布。〔外皮〕３％軟膏剤とし，症状により適量を１日１
～数回，直接患部に塗布又は無菌ガーゼにのばして貼付。〔眼科〕
①0.5～1.0％眼軟膏とし，適量を１日１～数回塗布。症状により
適宜回数を増減。②滅菌精製水等の水性溶剤又は植物油等の非水
性溶剤を用いて0.5～1.0％点眼液とし，適量を１日１～数回点眼。

症状により適宜回数を増減。

阿　テトラサイクリン系薬剤に過敏症の既往歴

☆アコニップパップ70mg 
 （テイカ製薬砥東和薬品）

10cm×14cm1枚 11.40
2649719S1215／620007560

2649i　経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤　インドメタシン

姐亜　次の疾患・症状の鎮痛・消炎／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。

姐唖　１日２回，患部に貼付。

虻娃　入院中の患者以外に対し１処方に70枚を超えて湿布薬を

投薬した場合は調剤料，処方料，薬剤（当該超過分に係る薬剤料に

限る），処方箋料，調剤技術基本料は算定しない。ただし，医師が

疾患の特性等により必要性があると判断し，やむを得ず70枚を超

えて投薬する場合，その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載

することで算定可（令2.3.5保医発0305第１号）。

阿　①本剤・他のインドメタシン製剤に過敏症の既往歴②アスピリン喘息
・その既往歴

愛 亜酸化窒素 　悪 1貞 2.90
1116700X1010／661110006

穐 　〃　　　 露 マルワ 郎  
 （和歌山酸素） 

1貞 3.60
1116700X1045／661110023

1116　吸入麻酔剤　亜酸化窒素

姐亜　全身麻酔。鎮痛。

姐唖　必ず20％以上の酸素と併用。使用目的・患者の状態により

適宜酸素濃度を増加。

握　 アシクロビル 3％眼軟膏 3％1貞 389.00
1319719M1011／622619000

宛葵握 　〃　　　　 5％軟膏 5％1貞 102.80
6250701M1019／622782500

宛葵逢 　〃　　　　 5％クリーム 5％1貞 102.80
6250701N1014／622782600

6250i緬1319i　ヘルペス性角膜炎化学療法剤　アシクロビル

姐亜　各銘柄（商品名）参照。

姐唖　各銘柄（商品名）参照。

握アシクロビル眼軟膏3％ 
「ニットー」 
 （東亜薬品砥日東メディック）

3％1貞 389.00
1319719M1062／622426301

1319i　ヘルペス性角膜炎化学療法剤　アシクロビル

姐亜　単純ヘルペスウイルスに起因する角膜炎。

姐唖　１日５回，適量塗布。症状により適宜回数減。

阿　本剤（成分）・バラシクロビル塩酸塩に過敏症の既往歴

宛葵握 アシクロビル 軟膏5％ 
「テバ」  
 （武田テバ薬品砥武田テバファー

マ砥武田） 

5％1貞 102.80
6250701M1060／621447603

宛葵握 　〃　　　　 軟膏5％ 
「トーワ」   （東和薬品） 

5％1貞 102.80
6250701M1078／621447501

宛葵握 　〃　　　　 軟膏5％ 
「ラクール」   （東光砥ラクール） 

5％1貞 102.80
6250701M1086／621555902

宛葵逢 　〃　　　　 クリーム5％ 
「ラクール」  

5％1貞 102.80
6250701N1057／621654102

6250i　抗ヘルペスウイルス外用剤　アシクロビル

姐亜　単純疱疹。
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宛葵アズレイうがい液4％ 
 （協和新薬砥昭和薬化）

4％1異 37.70
2260700F1056／620003012

2260i　アズレン含嗽液　アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

姐亜　咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯肉炎，舌炎，口腔創傷。

姐唖　１回４～6mg，適量（約100異）の水又は微温湯に溶解し，１
日数回含嗽。年齢・症状により適宜増減。

虻娃　入院中の患者以外にうがい薬のみを投薬した場合（治療を

目的とする場合を除く）は調剤料，処方料，薬剤，処方箋料，調剤技

術基本料は算定しない（令2.3.5保医発0305第１号）。

挨宛葵アズレワンうがい液1％ 
 （コーアイセイ砥高田）

1％1異 10.30
2260700F2028／620003014

2260i　アズレン含嗽液　アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

姐亜　咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯肉炎，舌炎，口腔創傷。

姐唖　１回４～6mg，適量（約100異）の水又は微温湯に溶解し，１
日数回含嗽。年齢・症状により適宜増減。

虻娃　入院中の患者以外にうがい薬のみを投薬した場合（治療を

目的とする場合を除く）は調剤料，処方料，薬剤，処方箋料，調剤技

術基本料は算定しない（令2.3.5保医発0305第１号）。

宛葵アズレン点眼液0.02％ 
「ニットー」  （日東メディック）

0.02％5異1瓶 88.80
1319703 2108／620006361

1319i　非ステロイド性抗炎症剤　アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

姐亜　アレルギー性結膜炎，急性結膜炎，慢性結膜炎，表層角膜炎，

眼瞼縁炎，強膜炎。

姐唖　１回１～２滴，１日３～５回点眼。

宛葵アズレン点眼液0.02％ 
「わかもと」  （わかもと）

0.02％5異1瓶 88.80
1319703 2116／620006362

1319i　植物性消炎点眼剤　アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

姐亜　アレルギー性結膜炎，急性結膜炎，慢性結膜炎，表層角膜炎，

眼瞼縁炎，強膜炎。

姐唖　１回１～２滴，１日３～５回点眼。症状により適宜増減。

宛葵 アズレン 含嗽用顆粒0.4％ 
「日医工」   （日医工） 

0.4％1貞 6.30
2260700C1106／620007563

宛葵 　〃　　 含嗽用顆粒0.4％ 
「YD」露 水溶性 郎   （陽進堂） 

0.4％1貞 6.30
2260700C1130／620414001

宛葵 　〃　　 含嗽用顆粒0.4％ 
「ツルハラ」   （鶴原） 

0.4％1貞 6.30
2260700C1149／621269801

宛葵 　〃　　 含嗽用散0.4％ 
「トーワ」   （東和薬品） 

0.4％1貞 6.30
2260700B1119／620007564

宛葵 　〃　　 うがい液4％ 
「ケンエー」  
 （健栄砥日本ジェネリック） 

4％1異 37.70
2260700F1102／620008235

宛葵 　〃　　 うがい液4％ 
「TYK」  
 （武田テバ薬品砥武田テバファー

マ砥武田） 

4％1異 37.70
2260700F1129／621983001

宛葵 　〃　　 うがい液4％ 
「TSU」   （鶴原） 

4％1異 37.70
2260700F1137／621703904

宛葵 　〃　　 うがい液4％ 
「TOA」   

4％1異 37.70
2260700F1145／621703802

2260i　含嗽剤　アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

姐亜　咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯肉炎，舌炎，口腔創傷。

姐唖　１回４～6mg，適量（約100異）の水又は微温湯に溶解し，１
日数回含嗽。年齢・症状により適宜増減。

虻娃　入院中の患者以外にうがい薬のみを投薬した場合（治療を

目的とする場合を除く）は調剤料，処方料，薬剤，処方箋料，調剤技

術基本料は算定しない（令2.3.5保医発0305第１号）。

（東亜薬品砥沢井砥ケミファ）

姐唖　１回４～6mg（１回押し切り分又は５～７滴），適量（約100

異）の水又は微温湯に溶解し，１日数回含嗽。年齢・症状により適
宜増減。

虻娃　入院中の患者以外にうがい薬のみを投薬した場合（治療を

目的とする場合を除く）は調剤料，処方料，薬剤，処方箋料，調剤技

術基本料は算定しない（令2.3.5保医発0305第１号）。

葦アズノールST錠口腔用5mg 
 （日本新薬）

5偵1錠 15.30
2399713E1066／620004787

2399i　口腔内炎症治療剤　アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

姐亜　咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯肉炎，舌炎，口腔創傷。

姐唖　１回１錠，１日４回左右いずれかの上顎の歯肉口唇移行部

に挿入。症状により適宜増減。

　アズノール軟膏0.033％ 
 （日本新薬）

0.033％10貞 27.00
2649716M1042／620002619

2649i　炎症性皮膚疾患治療剤　ジメチルイソプロピルアズレン

姐亜　湿疹，熱傷・その他の疾患によるびらん及び潰瘍。

姐唖　症状により適量を１日数回塗布。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

　アスプール液（0.5％） 
 （アルフレッサファーマ）

0.5％1異 17.40
2252700G1025／662220006

2252　吸入用気管支拡張剤　坪調イソプレナリン塩酸塩

姐亜　次の疾患に基づく気管支けいれんの緩解／気管支喘息，急

性気管支炎，慢性気管支炎，気管支拡張症，肺気腫。

姐唖　１回3mg（0.6異），自然呼吸下３～10分でエアゾル吸入。年
齢・症状により適宜増減。

阿　①カテコールアミン製剤，エフェドリン製剤，メチルエフェドリン製
剤を投与中②頻脈性不整脈を合併する者③本剤（成分）に過敏症の既往歴　

哀　カテコールアミン製剤（アドレナリン等調 ボスミン等 陳），エフェドリン
製剤，メチルエフェドリン製剤調 メチエフ等 陳

葦 アズマネックス ツイストヘラー
100µg60吸入   （ＭＳＤ） 　

6偵1易（100µ貞） 2,364.70
2290703G1020／621929601

葦 　〃　　　　　 ツイストヘラー
200µg60吸入  

12偵1易（200µ貞） 2,935.40
2290703G2026／622014501

2290i　吸入ステロイド喘息治療剤　モメタゾンフランカルボン酸エス
テル

姐亜　気管支喘息。

姐唖　１回100µg，１日２回吸入。年齢・症状により適宜増減。１
日最大800µg。
阿　①有効な抗菌剤の存在しない感染症，深在性真菌症②本剤（成分）に過
敏症の既往歴

宛葵アーズミンうがい液1％
露 アズレン含嗽液 郎  （本草）

1％1異 10.30
2260700F2036／620003016

2260i　アズレン含嗽剤　アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

姐亜　咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯肉炎，舌炎，口腔創傷。

姐唖　１回４～6mg，適量（約100異）の水又は微温湯に溶解し，１
日数回含嗽。年齢・症状により適宜増減。

虻娃　入院中の患者以外にうがい薬のみを投薬した場合（治療を

目的とする場合を除く）は調剤料，処方料，薬剤，処方箋料，調剤技

術基本料は算定しない（令2.3.5保医発0305第１号）。

宛葵アズラビン点眼液0.02％ 
 （日本点眼薬）

0.02％5異1瓶 88.80
1319703 2094／620006359

1319i　非ステロイド性消炎点眼剤　アズレンスルホン酸ナトリウム水
和物

姐亜　急性結膜炎，慢性結膜炎，アレルギー性結膜炎，表層角膜炎，

眼瞼縁炎，強膜炎。

姐唖　１回１～２滴，１日３～５回点眼。
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和物

姐亜　急性結膜炎，慢性結膜炎，アレルギー性結膜炎，表層角膜炎，

眼瞼縁炎，強膜炎。

姐唖　１回１～２滴，１日３～５回点眼。

葦アゾルガ配合懸濁性点眼液 
 （ノバルティス）

1異 387.50
1319821 1027／622278801

1319J　緑内障・高眼圧症治療剤　ブリンゾラミド・チモロールマレイン
酸塩

姐亜　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。

姐唖　１回１滴，１日２回点眼。

阿　①気管支喘息・その既往歴，気管支痙攣，重篤な慢性閉塞性肺疾患②コ
ントロール不十分な心不全，洞性徐脈，房室ブロック（Ⅱ・Ⅲ度），心原性ショ
ック③本剤（成分）に過敏症の既往歴④重篤な腎障害

宛葵 アダパレン クリーム0.1％ 
「ニプロ」   （ニプロ） 

0.1％1貞 劇 37.00
2699711N1020／622606401

宛葵 　〃　　　 ゲル0.1％ 「JG」  
 （日本ジェネリック） 

0.1％1貞 劇 37.00
2699711 1035／622594501

宛葵 　〃　　　 ゲル0.1％ 「TCK」  
 （辰巳） 

0.1％1貞 劇 37.00
2699711 1043／622586401

宛葵 　〃　　　 ゲル0.1％ 「YD」  
 （陽進堂） 

0.1％1貞 劇 37.00
2699711 1051／622574601

宛葵 　〃　　　 ゲル0.1％ 
「共創未来」  （共創未来ファーマ） 

0.1％1貞 劇 37.00
2699711 1060／622583201

宛葵 　〃　　　 ゲル0.1％ 
「テイコク」  
 （ケミックス砥帝國製薬） 

0.1％1貞 劇 37.00
2699711 1078／622576701

宛葵 　〃　　　 ゲル0.1％ 「日新」  
 （日新製薬） 

0.1％1貞 劇 37.00
2699711 1086／622595501

宛葵 　〃　　　 ゲル0.1％ 「ニプロ」  
 （ニプロ） 　

0.1％1貞 劇 37.00
2699711 1094／622606501

宛葵 　〃　　　 ゲル0.1％ 「イワキ」  
 （岩城） 　

0.1％1貞 劇 37.00
2699711 1108／622685901

宛葵 　〃　　　 ゲル0.1％ 「東光」  
 （東光砥ラクール） 

0.1％1貞 劇 37.00
2699711 1116／622684201

2699i　尋常性ざ瘡治療剤　アダパレン

姐亜　尋常性ざ瘡。

姐唖　１日１回，洗顔後，患部に適量を塗布。
注）３ヶ月以内に改善が認められない場合は中止。

阿　①本剤（成分）に過敏症の既往歴②妊婦・妊娠の可能性

宛旭アデスタン腟錠300mg 
 （バイエル）

300偵1個 190.00
2529708J2058／620559001

2529i　抗真菌剤　イソコナゾール硝酸塩

姐亜　カンジダに起因する腟炎，外陰腟炎。

姐唖　１週１回600mg，腟深部挿入。真菌学的効果が得られない

場合，600mgをさらに１回使用。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

葦アデスタンクリーム1％ 
 （バイエル）

1％1貞 20.60
2655703N1056／620658101

2655　抗真菌剤　イソコナゾール硝酸塩

姐亜　次の皮膚真菌症の治療／体部白癬（斑状小水疱性白癬，頑

癬），股部白癬（頑癬），足部白癬（汗疱状白癬），カンジダ症（指間び

らん症，間擦疹，乳児寄生菌性紅斑，爪囲炎，外陰部カンジダ症，

皮膚カンジダ症），癜風。

姐唖　１日２～３回，患部に塗布。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

茜宛葵 アデフロニック ズポ12.5  
 （武田テバファーマ砥武田） 

12.5偵1個 劇 19.70
1147700J1022／661140190

宛葵アズレン含嗽液アーズミン
うがい液1％  （本草）

1％1異 10.30
2260700F2036／620003016

采アーズミンうがい液1％〔アズレン含嗽液〕

宛葵逢 アセチロール クリーム
10％   （サンファーマ） 

10％1貞 4.50
2669701N1079／620665201

宛葵逢 　〃　　　　 クリーム
20％  

20％1貞 4.60
2669701N2075／620665701

2669i　角化症治療剤　尿素

姐亜　魚鱗癬，老人性乾皮症，アトピー皮膚，進行性指掌角皮症（主

婦湿疹の乾燥型），足蹠部皸裂性皮膚炎，掌蹠角化症，毛孔性苔癬。

姐唖　〔10％〕１日２～３回，患部を清浄にした後塗布し，よくすり
込む。症状により適宜増減。〔20％〕１日１～数回，患部に塗擦。

渥逢 アセトアミノフェン
 50mg坐剤

50偵1個 19.70
1141700J1010／622770100

渥逢  　〃　　　　　　　
 100mg坐剤

100偵1個 19.70
1141700J2017／622770200

宛葵逢　 　〃　　　　　　　
 200mg坐剤

200偵1個 20.30
1141700J3013／622770300

1141　小児用解熱鎮痛剤　アセトアミノフェン

姐亜　各銘柄（商品名）参照。

姐唖　各銘柄（商品名）参照。

渥逢 アセトアミノ フェン 坐剤
小児用50mg 「TYK」  
 （武田テバ薬品砥武田テバファー

マ砥武田） 

50偵1個 19.70
1141700J1053／621953701

渥逢  　〃　　　　　　　 坐剤
小児用50mg 「JG」  
 （長生堂砥日本ジェネリック）　 

50偵1個 19.70
1141700J1118／622054402

渥逢  　〃　　　　　　　 坐剤
小児用50mg 「日新」  
 （日新製薬） 　

50偵1個 19.70
1141700J1126／621938202

渥逢  　〃　　　　　　　 坐剤
小児用100mg 「TYK」  
（武田テバ薬品砥武田テバファー

マ砥武田） 

100偵1個 19.70
1141700J2165／621556901

渥逢  　〃　　　　　　　 坐剤
小児用100mg 「JG」  
 （長生堂砥日本ジェネリック） 　

100偵1個 19.70
1141700J2181／622060802

渥逢  　〃　　　　　　　 坐剤
小児用100mg 「日新」  
 （日新製薬） 　

100偵1個 19.70
1141700J2190／620072001

宛葵逢　 　〃　　　　　　　 坐剤
小児用200mg 「TYK」  
 （武田テバ薬品砥武田テバファー

マ砥武田） 

200偵1個 20.30
1141700J3137／621557001

宛葵逢　 　〃　　　　　　　 坐剤
小児用200mg 「JG」  
 （長生堂砥日本ジェネリック） 

200偵1個 20.30
1141700J3153／622060902

宛葵逢　 　〃　　　　　　　 坐剤
小児用200mg 「日新」  
 （日新製薬） 

200偵1個 20.30
1141700J3161／620072501

1141　小児用解熱鎮痛剤　アセトアミノフェン

姐亜　小児科領域における解熱・鎮痛。

姐唖　乳児・幼児・小児１回10～15mg/kg，直腸内挿入。投与間隔

４～６時間以上，１日総量60mg/kgまで。年齢・症状により適宜

増減。ただし成人量を超えない。
注）最大量は１回500mg，１日1500mg。

阿　①重篤な血液異常②重篤な肝障害③重篤な腎障害④重篤な心機能不
全⑤本剤（成分）に過敏症の既往歴⑥アスピリン喘息・その既往歴

宛葵アゾテシン点眼液0.02％ 
 （参天）

0.02％5異1瓶 88.80
1319703 2086／620005248

1319i　非ステロイド性消炎点眼剤　アズレンスルホン酸ナトリウム水
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芦アドフィードパップ40mg 
 （リードケミカル砥科研）

10cm×14cm1枚 17.10
2649732S1130／620006366

2649i　経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤　フルルビプロフェン

姐亜　次の疾患・症状の鎮痛・消炎／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。

姐唖　１日２回，患部に貼付。

虻娃　入院中の患者以外に対し１処方に70枚を超えて湿布薬を

投薬した場合は調剤料，処方料，薬剤（当該超過分に係る薬剤料に

限る），処方箋料，調剤技術基本料は算定しない。ただし，医師が

疾患の特性等により必要性があると判断し，やむを得ず70枚を超

えて投薬する場合，その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載

することで算定可（令2.3.5保医発0305第１号）。

阿　①本剤・他のフルルビプロフェン製剤に過敏症の既往歴②アスピリン
喘息・その既往歴

葦 アトラント 軟膏1％  
 （久光砥田辺三菱砥鳥居） 

1％1貞 33.80
2655711M1039／620000354

葦 　〃　　　 クリーム1％  1％1貞 33.80
2655711N1034／620000353

葦 　〃　　　 外用液1％  1％1異 33.80
2655711 1030／620000352

2655　抗真菌剤　ネチコナゾール塩酸塩

姐亜　次の皮膚真菌症の治療／白癬（足白癬，体部白癬，股部白

癬），皮膚カンジダ症（指間びらん症，間擦疹），癜風。

姐唖　１日１回，患部に塗布。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

愛アドレナリン液　悪 0.1％1異 12.00
2451700 1016／662450001

2451　アドレナリン液　アドレナリン

姐亜　次の疾患に基づく気管支痙攣の緩解／気管支喘息，百日咳。

局所麻酔薬の作用延長（粘膜面の表面麻酔に限る）。手術時の局所

出血の予防・治療。耳鼻咽喉科領域における局所出血。耳鼻咽喉

科領域における粘膜の充血・腫脹。外創における局所出血。

姐唖　気管支痙攣の緩解　５～10倍に希釈。１回0.3mg以内吸入。

２～５分間たって効果が不十分な場合でも前記の投与をもう一度

行うのを限度とする。続けて用いる場合でも少なくとも４～６時

間の間隔をおく。局所麻酔薬の作用延長　血管収縮薬未添加の局

所麻酔薬10異に１～２滴（アドレナリン濃度１：10～20万）の割
合に添加して使用。その他　0.1％溶液をそのまま，あるいは５～

10倍希釈液を直接塗布，点鼻，噴霧又はタンポンとして用いる。

阿　①次の薬剤を投与中：璽ブチロフェノン系・フェノチアジン系等の抗
精神病薬，α遮断薬痔カテコールアミン製剤，アドレナリン作動薬（ただし，
緊急時はこの限りでない）②［眼周囲部等使用時］狭隅角や前房が浅いなど
眼圧上昇の素因のある者　哀　①抗精神病薬（ブチロフェノン系薬剤調 セレ
ネース，トロペロン等 陳・フェノチアジン系薬剤調 ウインタミン等 陳・イミノジ
ベンジル系薬剤調 デフェクトン等 陳，ゾテピン調 ロドピン 陳，リスペリドン調 リス
パダール 陳），α遮断薬②イソプロテレノール等のカテコールアミン製剤，ア
ドレナリン作動薬調 プロタノール等 陳

　アトロピン点眼液1％露 日点 郎 
 （日本点眼薬）

1％5異1瓶 劇 296.60
1311706 2022／661310277

1311　散瞳・調節麻痺剤　アトロピン硫酸塩水和物

姐亜　診断又は治療を目的とする散瞳と調節麻痺。

姐唖　１回１～２滴，１日１～３回点眼。

阿　緑内障・狭隅角や前房が浅いなどの眼圧上昇の素因のある者

葦アトロベントエロゾル20µg 
 （帝人ファーマ）

4.20偵10異1瓶 790.30
2259702G2021／660463003

2259i　抗コリン性気管支収縮抑制剤　イプラトロピウム臭化物水和物

姐亜　次の疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難等諸症状の緩

茜宛葵 アデフロニック ズポ25  
 （武田テバファーマ砥武田） 

25偵1個 劇 20.30
1147700J2029／661140193

茜宛葵 　〃　　　　　 ズポ50  50偵1個 劇 20.30
1147700J3033／661140201

1147　鎮痛・解熱・抗炎症剤　ジクロフェナクナトリウム

姐亜　次の疾患・症状の鎮痛・消炎／関節リウマチ，変形性関節症，

腰痛症，後陣痛。手術後の鎮痛・消炎。急性上気道炎（急性気管支

炎を伴う急性上気道炎を含む）の緊急解熱（他の解熱剤では効果が

期待できないか，あるいは他の解熱剤の投与が不可能な場合）。

姐唖　成人１回25～50mg，小児１回0.5～1.0mg/kg（１～３歳未

満6.25mg，３～６歳未満6.25～12.5mg，６～９歳未満12.5mg，

９～12歳未満12.5～25mg），１日１～２回直腸内挿入。年齢・症

状に応じ低用量投与が望ましい。小児・高齢者は少量から投与開

始。

阿　①消化性潰瘍②重篤な血液の異常③重篤な肝障害④重篤な腎障害⑤
重篤な高血圧症⑥重篤な心機能不全⑦本剤（成分）に過敏症の既往歴⑧直腸
炎，直腸出血，痔疾⑨アスピリン喘息・その既往歴⑩インフルエンザの臨床
経過中の脳炎・脳症⑪妊婦・妊娠の可能性⑫トリアムテレンを投与中　哀　
トリアムテレン調 トリテレン 陳

宛葵逢アデフロニックゲル1％ 
 （武田テバファーマ砥武田）

1％1貞 4.40
2649734 1042／620005731

2649i　経皮鎮痛消炎剤　ジクロフェナクナトリウム

姐亜　次の疾患・症状の鎮痛・消炎／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（筋・筋

膜性腰痛症等），外傷後の腫脹・疼痛。

姐唖　症状により，１日数回，適量を患部に塗擦。

阿　①本剤（成分）に過敏症の既往歴②アスピリン喘息・その既往歴

葦 アドエア 100ディスカス
28吸入用   （ＧＳＫ） 

28ブリスター1易 3,039.60
2290800G1032／621781401

葦 　〃　　 250ディスカス
28吸入用  

28ブリスター1易 3,497.60
2290800G2039／621781501

葦 　〃　　 500ディスカス
28吸入用  

28ブリスター1易 3,912.80
2290800G3035／621781601

葦 　〃　　 100ディスカス
60吸入用  

60ブリスター1易 6,351.10
2290800G4031／621829501

葦 　〃　　 250ディスカス
60吸入用  

60ブリスター1易 7,301.50
2290800G5038／621829601

葦 　〃　　 500ディスカス
60吸入用  

60ブリスター1易 8,286.10
2290800G6034／621829701

葦 　〃　　 50エアゾール
120吸入用  

12.0貞1瓶 6,708.80
2290800G7030／621895501

葦 　〃　　 125エアゾール
120吸入用  

12.0貞1瓶 7,832.90
2290800G8029／621981201

葦 　〃　　 250エアゾール
120吸入用  

12.0貞1瓶 8,864.20
2290800G9025／621981301

2290J　喘息治療配合剤，喘息・COPD治療配合剤　サルメテロール
キシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

姐亜　気管支喘息（吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入β2刺

激剤の併用が必要な場合）。〔250ディスカス・125エアゾールのみ〕
慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ス

テロイド剤及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な場

合）。

姐唖　〔気管支喘息〕成人　１回100ディスカス１吸入又は50エアゾ

ール２吸入，１日２回。症状により，１回250ディスカス１吸入又

は125エアゾール２吸入，あるいは１回500ディスカス１吸入又

は250エアゾール２吸入，１日２回。小児　１回50エアゾール１

吸入，１日２回。あるいは１回100ディスカス１吸入又は50エア

ゾール２吸入，１日２回。〔慢性閉塞性肺疾患〕成人１回250ディス
カス１吸入又は125エアゾール２吸入，１日２回。

阿　①有効な抗菌剤の存在しない感染症，深在性真菌症②本剤（成分）に過
敏症の既往歴

外―アテフ

ア

―　　―474

渥アフタシール25µg 
 （帝國製薬砥大正製薬）

25µ貞1枚 37.90
2399707D2045／620007573

2399i　アフタ性口内炎治療剤　トリアムシノロンアセトニド

姐亜　アフタ性口内炎。

姐唖　１患部に１回１枚，１日１～２回患部粘膜に貼付。症状に

より適宜増量。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

鯵アフタゾロン口腔用軟膏0.1％ 
 （あゆみ製薬）　

0.1％1貞 66.20
2399706M1087／620006368

2399i　口腔粘膜用剤　デキサメタゾン

姐亜　びらん又は潰瘍を伴う難治性口内炎・舌炎。

姐唖　適量を１日１～数回患部に塗布。症状により適宜増減。

阿　本剤に過敏症の既往歴

☆アフタッチ口腔用貼付剤25µg 
 （帝人ファーマ）　

25µ貞1錠 36.00
2399707D1030／620508801

2399i緬2649　付着性アフタ性口内炎治療剤　トリアムシノロンアセ
トニド

姐亜　アフタ性口内炎。

姐唖　１患部に１回１錠，１日１～２回白色面を患部粘膜に付着

させて用いる。症状により適宜増量。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

宛旭 アラセナ 調A軟膏3％   （持田） 3％1貞 228.40
6250700M1189／620008961

宛旭 　〃　　 調Aクリーム3％  3％1貞 228.40
6250700N1036／660453001

6250i　抗ウイルス剤　ビダラビン

姐亜　帯状疱疹，単純疱疹。

姐唖　１日１～４回，患部に塗布又は貼布。
注）７日間使用し，改善の兆しがみられないか，又は悪化する場合には他
の治療に切り替える。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

愛 アラビアゴム 末　悪 10貞 39.80
7119700L1018／667110002

愛 アラビアゴム 　悪 10貞 26.40
7119700X1010／667110001

愛 　〃　　　　 末   （金田直） 10貞 39.80
7119700L1077／667110002

愛 　〃　　　　 末   （小堺） 10貞 39.80
7119700L1085／667110002

愛 　〃　　　　 末   （鈴粉末） 10貞 39.80
7119700L1107／667110002

愛 　〃　　　　 末   （山善） 10貞 39.80
7119700L1158／667110002

愛 　〃　　　　 末   （司生堂） 10貞 39.80
7119700L1174／667110002

愛 アラビアゴム   10貞 26.40
7119700X1052／667110001

7119i　賦形剤　アラビアゴム

姐亜　乳化剤，懸濁化剤，結合剤として調剤に用いる。

葦 アラミスト 点鼻液27.5µg
56噴霧用   （ＧＳＫ） 

3偵6貞1易 1,836.50
1329711 1021／621911701

葦 　〃　　　 点鼻液27.5µg
120噴霧用  

5偵10貞1易 3,861.90
1329711 2028／622680401

1329i　定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤　フルチカゾンフランカ
ルボン酸エステル

姐亜　アレルギー性鼻炎。

姐唖　成人１日１回，各鼻腔に２噴霧（55µg）投与。小児１日１

解／気管支喘息，慢性気管支炎，肺気腫。

姐唖　専用のアダプターを用い，１回20～40µg（１～２噴射），１
日３～４回吸入投与。症状により適宜増減。

阿　①本剤（成分）・アトロピン系薬剤に過敏症の既往歴②閉塞隅角緑内障
③前立腺肥大症

　アニスーマ坐剤 
 （長生堂砥日本ジェネリック）

1個 20.30
2259800J1030／620006367

2259T　感冒・上気道炎，急性気管支炎治療剤　坪調メチルエフェドリ
ン塩酸塩・ジプロフィリン

姐亜　次の疾患に伴う咳嗽及び気道閉塞症状／小児気管支喘息，

喘息性気管支炎。経口投与が困難な場合の次の疾患に伴う咳嗽及

び気道閉塞症状／急性気管支炎，感冒・上気道炎。

姐唖　体重20kg以上の小児・成人１回１～２個，１日１～２回，６

～12時間の間隔で就寝前又は必要時に直腸内挿入。20kg以下の

小児は適宜分割投与。

阿　①キサンチン系薬剤に重篤な副作用の既往歴②カテコールアミン製
剤を投与中　哀　カテコールアミン製剤（アドレナリン，イソプレナリン
等）

葦 アニュイティ 100µgエリプタ
30吸入用   （ＧＳＫ） 

30吸入1易 1,816.50
2290705G1029／622552201

葦 　〃　　　　 200µgエリプタ
30吸入用  

30吸入1易 2,351.70
2290705G2025／622552301

2290i　吸入ステロイド喘息治療剤　フルチカゾンフランカルボン酸エ
ステル

姐亜　気管支喘息。

姐唖　100µgエリプタを１日１回１吸入。症状により，200µgエ
リプタを１日１回１吸入。

阿　①有効な抗菌剤の存在しない感染症，深在性真菌症②本剤（成分）に過
敏症の既往歴

愛アネスタ  （星医療酸器） 1貞 2.90
1116700X1126／660431001

1116　吸入麻酔剤　亜酸化窒素

姐亜　全身麻酔。鎮痛。

姐唖　必ず20％以上の酸素と併用。使用目的・患者の状態により

適宜酸素濃度を増加。

宛葵アネトカインゼリー2％ 
 （小林化工）

2％1異 4.40
1214700P1062／620007571

1214　粘滑・表面麻酔剤　リドカイン塩酸塩

姐亜　表面麻酔。

姐唖　尿道麻酔　男子200～300mg，女子60～100mgを使用。気
管内挿管　適当量を使用。以上，年齢・麻酔領域・部位・組織・体質

により適宜増減。

阿　本剤（成分）・アミド型局所麻酔薬に過敏症の既往歴

葦 アノーロ エリプタ7吸入用  
 （ＧＳＫ） 

7吸入1易 1,827.80
2259806G1021／622363901

葦 　〃　　 エリプタ30吸入用  30吸入1易 7,585.60
2259806G2028／622426401

2259T　COPD治療配合剤　ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールト
リフェニル酢酸塩

姐亜　慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の気道閉塞性障害

に基づく諸症状の緩解（長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間

作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合）。

姐唖　１日１回１吸入。

阿　①閉塞隅角緑内障②前立腺肥大等による排尿障害③本剤（成分）に過
敏症の既往歴

外―アラミ

ア

―　　―475



仮　（594）

次の疾患における鎮痛（ただし，他のオピオイド鎮痛剤から切り

替えて使用する場合に限る）／中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌，中等度から高度の慢性疼痛。

姐唖　オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用。胸部，腹部，上腕

部，大腿部等に貼付し，１日（約24時間）ごとに貼り替えて使用。

初回量は投与前に使用していたオピオイド鎮痛剤の用法用量を勘

案し，0.84mg，1.7mg，3.4mg，5mgのいずれかの用量を選択。

その後の貼付用量は症状・状態により適宜増減。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴
（投与：30日まで）

外―ワンテ

ワ
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注射薬

葦 アイエーコール 100mg露 動注用 郎  
 （日本化薬）　 

100偵1瓶 毒 64,863
4291401D1026／620001919

葦 　〃　　　　　 50mg露 動注用 郎  50偵1瓶 毒 35,266
4291401D2022／620002591

4291　抗悪性腫瘍剤　シスプラチン

姐亜　肝細胞癌。

姐唖　100mgあたり70異の生理食塩液を加えて溶解。１日１回

65mg/m2（体表面積），肝動脈内に挿入されたカテーテルから20

～40分間で肝動脈内投与，４～６週間休薬。これを１クールとし

繰り返す。症状等により適宜減量。腎毒性を軽減するために次の

処置を行う。投与前1,000～2,000異の適当な輸液を４時間以上

かけて投与。投与時から投与終了後，1,500～3,000異の適当な輸

液を６時間以上かけて投与。投与中は必要によりマンニトール及

びフロセミド等の利尿剤を投与。

虻娃　緊急時に十分措置できる医療施設において，癌化学療法

及び肝動注化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで，本剤の投

与が適切と判断される症例についてのみ投与する（平16.6.18保医

発0618001，平17.6.10保医発0610001）。

阿　①重篤な腎障害②本剤・他の白金含有薬剤に過敏症の既往歴③妊婦・
妊娠の可能性

　アイオナール・ナトリウム（0.2）
露 注射用 郎  （日医工）

200偵1瓶 静劇向 228
1125401D2028／620004156

1125　催眠鎮静剤　セコバルビタールナトリウム

姐亜　不眠症，麻酔前投薬，全身麻酔の導入，不安緊張状態の鎮静。

姐唖　１回100～200mg（５％溶液２～４異），徐々に静注又は筋

注。年齢・症状により適宜増減。総量500mg（５％溶液10異）まで

が望ましい。

阿　①バルビツール酸系化合物に過敏症の既往歴②急性間歇性ポルフィ
リン症

宛旭 アイソボリン 点滴静注用25mg  
 （ファイザー）　 

25偵1瓶 1,327
3929407D1160／620007161

宛旭 　〃　　　　 点滴静注用100mg  100偵1瓶 4,531
3929407D2108／620007162

3929i　活性型葉酸製剤　レボホリナートカルシウム

姐亜　レボホリナート・フルオロウラシル療法／胃癌（手術不能・再

発）及び結腸・直腸癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増

強。レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法／結腸

・直腸癌，小腸癌及び治癒切除不能な膵癌に対するフルオロウラ

シルの抗腫瘍効果の増強。

姐唖　〔レボホリナート・フルオロウラシル療法〕１回250mg/m2，

２時間かけて点滴静注。投与開始１時間後にフルオロウラシル１

回600mg/m2を３分以内で緩徐に静注。１週間ごとに６回繰り返

した後，２週間休薬。これを１クールとする。〔レボホリナート・
フルオロウラシル持続静注併用療法〕結腸・直腸癌　①１回

100mg/m2，２時間かけて点滴静注。投与終了直後にフルオロウ

ラ シ ル400mg/m2を 静 注 す る と と も に，フ ル オ ロ ウ ラ シ ル

600mg/m2，22時間かけて持続静注。これを２日間連続して行

い，２週間ごとに繰り返す。②１回250mg/m2，２時間かけて点

滴静注。投与終了直後にフルオロウラシル2600mg/m2，24時間

かけて持続静注。１週間ごとに６回繰り返した後，２週間休薬。

これを１クールとする。③１回200mg/m2，２時間かけて点滴静

注。投与終了直後にフルオロウラシル400mg/m2を静注するとと

もに，フルオロウラシル2400～3000mg/m2，46時間かけて持続

静注。これを２週間ごとに繰り返す。小腸癌・治癒切除不能な膵
癌　１回200mg/m2，２時間かけて点滴静注。投与終了直後にフ

ルオロウラシル400mg/m2を静注するとともに，フルオロウラシ

ル2400mg/m2，46時間かけて持続静注。これを２週間ごとに繰

り返す。
注）25mg注は３～５異，100mg注は10～15異の５％ブドウ糖液，生理食
塩液又は電解質維持液等の溶解液を用いて，各バイアル内容物を溶解・採
取した後，同一の溶解液を用いて全量を200～500異とし投与。

虻娃　緊急時に十分に措置できる医療施設において，癌化学療

法に十分な経験を持つ医師のもとで，適応患者の選択を慎重に行

った上で実施した場合に限り算定（平11.8.13保険発112，平

18.7.7保医発0707001）。

阿　①重篤な骨髄抑制②下痢③重篤な感染症を合併している者④多量の
腹水，胸水⑤重篤な心疾患・その既往歴⑥全身状態が悪化している者⑦本剤

（成分）・フルオロウラシルに重篤な過敏症の既往歴⑧テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム配合剤投与中及び投与中止後７日以内　哀　テガ
フール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤調 ティーエスワン 陳

葦アイリーア硝子体内注射液
40mg緬mL  （バイエル砥参天）

2偵0.05異1瓶 劇 137,292
1319405A1027／622199401

1319i　眼科用VEGF阻害剤　アフリベルセプト（遺伝子組換え）

姐亜　中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性。網膜静脈閉

塞症に伴う黄斑浮腫。病的近視における脈絡膜新生血管。糖尿病

黄斑浮腫。

姐唖　加齢黄斑変性　2mg（0.05異）を１ヶ月ごとに１回，連続３回

（導入期）硝子体内投与。その後の維持期には２ヶ月ごとに１回，

硝子体内投与。症状により投与間隔を適宜調節するが，１ヶ月以

上あける。網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫，病的近視における脈
絡膜新生血管　１回2mg，硝子体内投与。投与間隔は１ヶ月以上

あける。糖尿病黄斑浮腫　2mgを１ヶ月ごとに１回，連続５回硝

子体内投与。その後は２ヶ月ごとに１回，硝子体内投与。症状に

より投与間隔を適宜調節するが，１ヶ月以上あける。

阿　①本剤（成分）に過敏症の既往歴②眼・眼周囲に感染のある者，あるい
は感染の疑いのある者③眼内に重度の炎症のある者④妊婦・妊娠の可能性

葦アウドラザイム点滴静注液
2.9mg  （サノフィ）

2.9偵5異1瓶 劇 116,675
3959411A1020／620004418

3959i　遺伝子組換えムコ多糖症Ⅰ型治療剤　ラロニダーゼ（遺伝子

組換え）

姐亜　ムコ多糖症Ⅰ型。

姐唖　１回0.58mg/kg，週１回点滴静注。
注）希釈方法：必要量を採取し，糠生理食塩液で希釈，7kg未満の患者50
異，７～20kg未満の患者100異，20kgを超える患者は250異とする。

阿　本剤（成分）にアナフィラキシーショックの既往歴

宛葵 アガルシダーゼ　ベータ BS点
滴静注5mg 「JCR」  （ＪＣＲ） 

5偵1瓶 劇 83,859
3959420A1029／622653601

宛葵 　〃　　　　　　　　　 BS
点滴静注35mg 「JCR」  

35偵1瓶 劇 464,021
3959420A2025／622653701

3959i　遺伝子組換えファブリー病治療剤　アガルシダーゼ　ベータ

（遺伝子組換え）

姐亜　ファブリー病。

姐唖　１回1mg/kg，隔週点滴静注。
注）患者の体重当たりで計算した必要量を採取し，糠生理食塩液で希釈し
500異とする。

阿　本剤（成分）・α-ガラクトシダーゼ製剤にアナフィラキシーショックの
既往歴

　アキネトン注射液5mg 
 （大日本住友）

0.5％1異1管 劇 59
1162400A1059／620005147

1162　抗パーキンソン剤　乳酸ビペリデン

姐亜　特発性パーキンソニズム。その他のパーキンソニズム（脳炎

後，動脈硬化性，中毒性）。向精神薬投与によるパーキンソニズム

注―アキネ

ア

―　　―597



葦 アクテムラ 皮下注162mg
オートインジェクター  （中外） 

162偵0.9異1易 劇 32,608
6399421G2029／622242301

6399i　ヒト化抗ヒトIL調6レセプターモノクローナル抗体　トシ

リズマブ（遺伝子組換え）

姐亜　既存治療で効果不十分な次の疾患／関節リウマチ（関節の構

造的損傷の防止を含む），高安動脈炎，巨細胞性動脈炎。

姐唖　関節リウマチ　１回162mg，２週間隔で皮下注。効果不十分

な場合，１週間まで投与間隔を短縮可。高安動脈炎，巨細胞性動
脈炎　１回162mg，１週間隔で皮下注。

虻娃　針付注入器一体型のキットであるので，在宅自己注射指

導管理料を算定する場合，注入器加算及び注入器用注射針加算は

算定できない（平25.5.24保医発0524第４号，平29.8.25保医発

0825第６号）。

阿　①重篤な感染症を合併している者②活動性結核③本剤（成分）に過敏
症の既往歴

葦 アクテムラ 点滴静注用
200mg   （中外） 

200偵10異1瓶 劇 38,014
6399421A1020／620006184

葦 　〃　　　 点滴静注用
80mg  

80偵4異1瓶 劇 15,429
6399421A2026／620006804

葦 　〃　　　 点滴静注用
400mg  

400偵20異1瓶 劇 75,198
6399421A3022／620006805

6399i　ヒト化抗ヒトIL調6レセプターモノクローナル抗体　トシ

リズマブ（遺伝子組換え）

姐亜　既存治療で効果不十分な次の疾患／関節リウマチ（関節の構

造的損傷の防止を含む），多関節に活動性を有する若年性特発性

関節炎，全身型若年性特発性関節炎，成人スチル病。キャッスル

マン病に伴う諸症状・検査所見（Ｃ反応性タンパク高値，フィブリ

ノーゲン高値，赤血球沈降速度亢進，ヘモグロビン低値，アルブミ

ン低値，全身倦怠感）の改善（リンパ節の摘除が適応とならない患

者に限る）。腫瘍特異的Ｔ細胞輸注療法に伴うサイトカイン放出

症候群。

姐唖　関節リウマチ，多関節に活動性を有する若年性特発性関節
炎　１回8mg/kg，４週間隔で点滴静注。全身型若年性特発性関節
炎，成人スチル病，キャッスルマン病　１回8mg/kg，２週間隔で

点滴静注。症状により１週間まで投与間隔の短縮可。サイトカイ
ン放出症候群　体重30kg以上は１回8mg/kg，30kg未満は１回

12mg/kg，点滴静注。
注）①患者体重から換算した必要量（抜き取り量（異）＝（体重（kg）×８

（mg/kg）調 サ イ ト カ イ ン 放 出 症 候 群 患 者 で 体 重30kg未 満 の 場 合
12mg/kg 陳）/20（mg/mL））を，体重25kg以下の場合は50異，25kgを超え
る場合は100～250異の糠生理食塩液に加えて希釈。②インラインフィ
ルターを用いて投与。

阿　①重篤な感染症を合併している者②活動性結核③本剤（成分）に過敏
症の既往歴

葦アクトシン注射用300mg 
 （アルフレッサファーマ）

300偵1管
（溶解液付）

静 1,123

2119405D1035／620007163

2119i　サイクリックAMP製剤　ブクラデシンナトリウム

姐亜　急性循環不全における心収縮力増強，末梢血管抵抗軽減，イ

ンスリン分泌促進，血漿遊離脂肪酸低減，無機リン低減・利尿。

姐唖　用時，添付溶解液に溶解。0.005～0.2mg/kg/分で静注。必

要に応じて糠ブドウ糖注射液，ブドウ糖・乳酸ナトリウム・無機塩

類剤で希釈。病態により適宜増減。

葦 アクプラ 静注用10mg   （日医工） 10偵1瓶 毒 4,621
4291405F1025／640407072

葦 　〃　　 静注用50mg  50偵1瓶 毒 21,089
4291405F2021／640407073

葦 　〃　　 静注用100mg  100偵1瓶 毒 41,081
4291405F3028／640407074

4291　抗悪性腫瘍剤　ネダプラチン

・ジスキネジア（遅発性を除く）・アカシジア。

姐唖　５～10mg（１～２管）筋注。静注は特殊な場合にのみ行い，

５～10mg（１～２管），5mg（１管）につき３分かけて徐々に注射。

年齢・症状により適宜増減。

阿　①閉塞隅角緑内障②本剤（成分）に過敏症の既往歴③重症筋無力症

葦 アクチット 輸液   （扶桑） 200異1瓶 162
3319550A1062／622065902

葦 　〃　　　 輸液  500異1瓶 196
3319550A3073／620792302

葦 　〃　　　 輸液  500異1袋 196
3319550A5092／622572101

葦 　〃　　　 輸液  200異1袋 162
3319550A6099／622572001

3319T　血液代用剤　酢酸維持液

姐亜　経口摂取が不能又は不充分な場合の水分・電解質の補給・維

持，エネルギーの補給。

姐唖　１回500～1,000異，徐々に点滴静注。投与速度はマルトー

ス水和物として0.5g/kg/時以下。年齢・症状により適宜増減。

阿　①高カリウム血症，乏尿，アジソン病，重症熱傷，高窒素血症②高リン
血症，低カルシウム血症，副甲状腺機能低下症③高マグネシウム血症，甲状
腺機能低下症

葦 アクチバシン 注600万  
 （協和キリン） 

600万国際単位1瓶
（溶解液付）

43,507

3959402D1027／643950056

葦 　〃　　　　 注1200万  1,200万国際単位1瓶
（溶解液付）

90,534

3959402D2023／643950057

葦 　〃　　　　 注2400万  2,400万国際単位1瓶
（溶解液付）

183,511

3959402D3020／643950058

3959i　血栓溶解剤（rt調PA製剤）　アルテプラーゼ（遺伝子組換え）

姐亜　虚血性脳血管障害急性期に伴う機能障害の改善（発症後4.5

時間以内）。急性心筋梗塞における冠動脈血栓の溶解（発症後６時

間以内）。

姐唖　虚血性脳血管障害急性期　34.8万国際単位（0.6mg）/kg，静

注。投与量上限は3,480万国際単位（60mg）まで。急性心筋梗塞　

29万～43.5万国際単位（0.5～0.75mg）/kg，静注。以上，総量の

10％は急速投与し（１～２分），残りを１時間で投与。発症後でき

るだけ早期に投与。投与に際しては添付の溶解液に溶解し，必要

に応じて糠生理食塩液にて希釈。

阿　Ⅰ効能共通：デフィブロチドナトリウムを投与中　Ⅱ虚血性脳血管障
害急性期：①出血している者（頭蓋内出血，消化管出血，尿路出血，後腹膜出
血，喀血）②くも膜下出血の疑い③脳出血を起こすおそれ：璽投与前に適切
な降圧治療を行っても，収縮期血圧が185mmHg以上又は拡張期血圧が
110mmHg以上の者痔投与前の血糖値が400mg/維を超える者磁投与前CT
で早期虚血性変化（脳実質の吸収値がわずかに低下あるいは脳溝の消失）が
広範に認められる者示投与前CT（又はMRI）で正中線偏位などの圧排所見が
認められる者而頭蓋内出血の既往又は頭蓋内腫瘍，動静脈奇形，動脈瘤など
の出血性素因のある者耳脳梗塞の既往歴（３ヶ月以内）自頭蓋内あるいは脊
髄の手術又は傷害を受けた者（３ヶ月以内）④出血するおそれの高い者：璽

消化管出血又は尿路出血の既往歴（21日以内）痔大手術後，日の浅い者（14日
以内）磁投与前の血小板数が100000/mm3以下⑤経口抗凝固薬やヘパリン
を投与している者においては，投与前のプロトロンビン時間-国際標準値

（PT-INR）が1.7を超えるか又は活性化部分トロンボプラスチン時間
（aPTT）が延長している者⑥重篤な肝障害⑦急性膵炎⑧投与前の血糖値が
50mg/維未満⑨発症時に痙攣発作が認められた者⑩本剤（成分）に過敏症の
既往歴　Ⅲ急性心筋梗塞：①出血している者（頭蓋内出血，消化管出血，尿路
出血，後腹膜出血，喀血）②出血するおそれの高い者：璽頭蓋内出血の既往
又は頭蓋内腫瘍，動静脈奇形，動脈瘤などの出血性素因のある者痔脳梗塞の
既往歴（３ヶ月以内）磁頭蓋内あるいは脊髄の手術又は傷害を受けた者（３
ヶ月以内）示消化管出血又は尿路出血の既往歴（21日以内）而大手術後，日の
浅い者（14日以内）③重篤な高血圧症④重篤な肝障害⑤急性膵炎⑥本剤（成
分）に過敏症の既往歴　哀　デフィブロチドナトリウム調 デファイテリオ 陳

葦 アクテムラ 皮下注162mg
シリンジ   （中外） 

162偵0.9異1筒 劇 32,485
6399421G1022／622242201

注―アクチ
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用。

姐唖　先天性アンチトロンビン欠乏に基づく血栓形成傾向　１日１

回24～72国際単位/kg。アンチトロンビン低下を伴うDIC　１日

１回36国際単位/kg。状態により適宜増減。１日72国際単位/kg

まで。以上，添付の注射用水で溶解し，緩徐に静注もしくは点滴

静注。

阿　本剤（成分）にショックの既往歴

葦穐 アザクタム 注射用0.5g  
 （エーザイ） 

500偵1瓶 静肋 846
6122400D1028／646130274

葦穐 　〃　　　 注射用1g  1貞1瓶 静肋 1,324
6122400D2024／646130275

6122　モノバクタム系抗生物質　アズトレオナム

姐亜　〈適応菌種〉本剤感性の淋菌，髄膜炎菌，大腸菌，シトロバ

クター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プ

ロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフ

ルエンザ菌，緑膿菌。〈適応症〉敗血症，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸

器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢性

症），尿道炎，子宮頸管炎，腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆のう炎，胆管炎，

バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織炎，化

膿性髄膜炎，角膜炎（角膜潰瘍を含む），中耳炎，副鼻腔炎。

姐唖　成人１日１～2g，２回分割静注，点滴静注又は筋注。淋菌感

染症・子宮頸管炎には１日１回１～2g，筋注又は静注。小児１日

40～80mg/kg，２～４回分割静注又は点滴静注。以上，年齢・症

状により適宜増減。難治性・重症感染症　成人１日4gまで増量し

２～４回分割投与。小児１日150mg/kgまで増量し３～４回分割

投与。未熟児・新生児　１回20mg/kgを生後３日までは１日２回，

４日以降は１日２～３回静注又は点滴静注。静注は５異以上の糠

注射用水，糠生理食塩液又は糠ブドウ糖注射液で溶解し1g当たり

全量20異にする。点滴静注は糖液，電解質液又はアミノ酸製剤等

の補液で溶解。注射用水は低張になるため使用不可。筋注は糠注

射用水又は糠生理食塩液で溶解し1g当たり３異とする。

阿　本剤（成分）にショックの既往歴

挨宛葵 アザセトロン塩酸塩 静注液
10mg 「SN」  （シオノ砥テルモ） 

10偵2異1管 静 2,945
2391402A1047／622040501

宛葵　 　〃　　　　　　　 静注液
10mg 「タイヨー」  
 （武田テバファーマ砥武田） 

10偵2異1管 静 2,945
2391402A1055／621935701

2391　5調HT3アンタゴニスト（制吐剤）　アザセトロン塩酸塩

姐亜　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）。

姐唖　１日１回10mg，静注。効果不十分な場合，同用量の追加投

与可。ただし，１日20mgまで。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

葦アシアロシンチ注 
 （メジフィジックス）

10MBq 841
4300435A1020／644300004

4300　肝機能診断薬　ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミ

ン五酢酸テクネチウム（99mＴｃ）

姐亜　シンチグラフィによる肝臓の機能及び形態の診断。

姐唖　185MBq（１異）を静注し，投与直後から経時的にシンチグ

ラムをとる。

宛葵握 アシクロビル 250mg注射液 250偵1管 478
6250401A1018／622325900

宛葵握 　〃　　　　 125mg注射液 125偵1管 578
6250401A2014／622765000

宛葵握 　〃　　　　 250mg注射用 250偵1瓶 478
6250401F1015／640461002

6250i緬1319i　抗ウイルス化学療法剤　アシクロビル

姐亜　頭頸部癌，肺小細胞癌，肺非小細胞癌，食道癌，膀胱癌，精巣

（睾丸）腫瘍，卵巣癌，子宮頸癌。

姐唖　１日１回80～100mg/m2（体表面積）投与，少なくとも４週

間休薬。これを１コースとして投与を繰り返す。年齢・疾患・症状

により適宜増減。本剤投与時，投与量に応じ300異以上の生理食

塩液又は５％キシリトール注射液に溶解し，60分以上かけて点滴

静注。引き続き1000異以上の輸液を点滴静注。

虻娃　緊急時に十分対応できる医療施設において，がん化学療

法に十分な経験を持つ医師のもとで，本剤の投与が適切と判断さ

れる症例に使用した場合に算定する（平7.8.25保険発119）。

阿　①重篤な骨髄抑制②重篤な腎障害③本剤・他の白金を含む薬剤に重篤
な過敏症の既往歴④妊婦・妊娠の可能性

　 アクマルト 輸液   （光） 500異1袋 196
3319550A5084／620007164

　 　〃　　　 輸液  200異1袋 162
3319550A6080／622121101

3319T　アセテート維持液　酢酸維持液

姐亜　経口摂取が不能又は不充分な場合の水分・電解質の補給・維

持，エネルギーの補給。

姐唖　１回500～1,000異，徐々に点滴静注。投与速度はマルトー

ス水和物として0.5g/kg/時以下。年齢・症状により適宜増減。

阿　①高カリウム血症，乏尿，アジソン病，重症熱傷，高窒素血症②高リン
血症，低カルシウム血症，副甲状腺機能低下症③高マグネシウム血症，甲状
腺機能低下症

逢 アクメイン 注   （光） 500異1瓶 189
3319551A2020／643310405

逢 　〃　　　 注  500異1袋 189
3319551A4058／620002893

逢 　〃　　　 注  200異1袋 154
3319551A8037／622121201

3319M　細胞外液補充液　酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

姐亜　循環血液量及び組織間液の減少時における細胞外液の補給

・補正，代謝性アシドーシスの補正，エネルギーの補給。

姐唖　１回500～1,000異，点滴静注。投与速度はブドウ糖として

0.5g/kg/時以下。年齢・症状・体重により適宜増減。

葦アクラシノン注射用20mg 
 （マイクロバイオ砥アステラス）

20偵1瓶 劇 2,988
4235400D1030／620005148

4235　抗腫瘍性抗生物質　アクラルビシン塩酸塩

姐亜　次の諸症の自覚的・他覚的症状の寛解・改善／胃癌，肺癌，乳

癌，卵巣癌，悪性リンパ腫，急性白血病。

姐唖　１瓶に糠生理食塩液又は５％ブドウ糖液10異を用いて溶解

し 投 与。 固 形 癌・悪 性 リ ン パ 腫　 ①１ 日40～50mg（0.8～

1.0mg/kg）を１週間に２回，1,2日連日又は1,4日に静脈内へワン

ショット投与又は点滴静注。②１日20mg（0.4mg/kg）を７日間

連日静脈内へワンショット投与又は点滴静注後，７日間休薬しこ

れを反復。急性白血病　１日20mg（0.4mg/kg）を10～15日間連

日静脈内へワンショット投与又は点滴静注。

阿　①心機能異常・その既往歴②本剤（成分）に重篤な過敏症の既往歴

葦 アコアラン 静注用600  
（協和キリン砥日本血液製剤機構） 

600国際単位1瓶
（溶解液付）

32,506

6343444D1021／622442001

葦 　〃　　　 静注用1800  1,800国際単位1瓶
（溶解液付）

84,662

6343444D2028／622583901

6343緬6349　血液凝固阻止剤　アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子組換

え）

姐亜　先天性アンチトロンビン欠乏に基づく血栓形成傾向。アン

チトロンビン低下を伴う播種性血管内凝固症候群（DIC）。
注）DIC：アンチトロンビン活性が正常の70％以下に低下した場合に使

注―アシク

ア
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愛　 アスコルビン酸 注射液100mg 
「日医工」   （日医工）　　 

100偵1管 84
3140400A2243／620712416

愛　 　〃　　　　　 注100mg 
「イセイ」   （コーアイセイ） 

100偵1管 84
3140400A2251／620712401

愛　 　〃　　　　　 注射液500mg 
「サワイ」   （沢井）　　 

500偵1管 静 84
3140400A4190／620009259

愛　 　〃　　　　　 注射液500mg 
「日医工」   （日医工）　　 

500偵1管 静 84
3140400A4238／620712622

愛　 　〃　　　　　 注射液1000mg 
「トーワ」   （東和薬品）　　 

1貞1管 静 84
3140400A5080／620712706

愛　 　〃　　　　　 注射液2000mg 
「トーワ」  

2貞1管 静 84
3140400A6052／620712803

宛葵穐 　〃　　　　　 注500mgPB 
「日新」   （日新製薬）　 

500偵1管 静 57
3140401A1039／621652101

3140i　ビタミンＣ製剤　アスコルビン酸

姐亜　ビタミンＣ欠乏症の予防・治療（壊血病，メルレル・バロー

病）。ビタミンＣの需要が増大し食事からの摂取が不十分な際の

補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳婦，激しい肉体労働時等）。次の疾

患のうちビタミンＣの欠乏又は代謝障害が関与すると推定される

場合／毛細管出血（鼻出血，歯肉出血，血尿等），薬物中毒，副腎皮

質機能障害，骨折時の骨基質形成・骨癒合促進，肝斑・雀卵斑・炎症

後の色素沈着，光線過敏性皮膚炎。

姐唖　１日50～2,000mg，１～数回分割皮下注，筋注又は静注。

年齢・症状により適宜増減。

虻娃　ビタミン剤の投与が認められるのは，医師が当該ビタミ

ン剤の投与が有効であると判断し，適正に投与された場合に限る

（令2.3.5保医発0305第１号）。

愛 アスコルビン酸 注500mg 
「NP」   （ニプロ） 

500偵1管 静 84
3140400A4203／620712610

愛 　〃　　　　　 注射液500mg 
「トーワ」   （東和薬品）　 

500偵1管 静 84
3140400A4211／620712609

愛 　〃　　　　　 注射液500mg 
「ツルハラ」   （鶴原）　 

500偵1管 静 84
3140400A4220／620712613

愛 　〃　　　　　 注500mg 
「イセイ」   （コーアイセイ） 

500偵1管 静 84
3140400A4246／620712601

愛 　〃　　　　　 注1g 「NP」  
 （ニプロ） 

1貞1管 静 84
3140400A5072／620712704

3140i　ビタミンＣ製剤　アスコルビン酸

姐亜　ビタミンＣ欠乏症の予防・治療（壊血病，メルレル・バロー

病）。ビタミンＣの需要が増大し食事からの摂取が不十分な際の

補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳婦，激しい肉体労働時等）。次の疾

患のうちビタミンＣの欠乏又は代謝障害が関与すると推定される

場合／毛細管出血（鼻出血，歯肉出血，血尿等），薬物中毒，副腎皮

質機能障害，骨折時の骨基質形成・骨癒合促進，肝斑・雀卵斑・炎症

後の色素沈着，光線過敏性皮膚炎。

姐唖　１日50～2,000mg，１～数回分割静注。年齢・症状により適

宜増減。

虻娃　ビタミン剤の投与が認められるのは，医師が当該ビタミ

ン剤の投与が有効であると判断し，適正に投与された場合に限る

（令2.3.5保医発0305第１号）。

　アステマリン3号MG輸液 
 （マイラン砥ファイザー）

500異1瓶 183
3319516A1049／620006186

3319L　維持液　維持液

姐亜　経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持。

エネルギーの補給。

姐唖　１回500～1,000異，点滴静注。投与速度はブドウ糖として

0.5g/kg/時以下。年齢・症状・体重により適宜増減。

阿　①高乳酸血症②高カリウム血症（乏尿，アジソン病，重症熱傷，高窒素
血症等）③高マグネシウム血症（甲状腺機能低下症等）

姐亜　各銘柄（商品名）参照。

姐唖　各銘柄（商品名）参照。

宛葵握 アシクロビル 点滴静注液
250mg 「トーワ」  （東和薬品） 

250偵1管 478
6250401A1077／621384303

宛葵握 　〃　　　　 点滴静注液
250mg 「日医工」  
 （日医工砥ケミファ） 

250偵1管 478
6250401A1085／621384302

宛葵握 　〃　　　　 点滴静注用
250mg 「PP」  （サンファーマ） 

250偵1瓶 478
6250401F1210／621384402

宛葵握 　〃　　　　 点滴静注用
250mg 「サワイ」   （沢井） 

250偵1瓶 478
6250401F1228／621144901

宛葵握 　〃　　　　 点滴静注用
250mg 「アイロム」  
 （共和クリティケア砥扶桑） 

250偵1瓶 478
6250401F1236／621384411

宛葵握 　〃　　　　 点滴静注用
250mg 「トーワ」  （東和薬品） 

250偵1瓶 478
6250401F1244／621384414

宛葵握 　〃　　　　 点滴静注用
250mg 「SN」  
 （シオノ砥ファイザー） 

250偵1瓶 478
6250401F1252／621384424

宛葵握 　〃　　　　 点滴静注用
250mg 「FY」  （富士薬品砥ニプロ） 

250偵1瓶 478
6250401F1260／621384422

宛葵握 　〃　　　　 点滴静注用
250mg 「武田テバ」  
 （武田テバファーマ砥武田） 

250偵1瓶 478
6250401F1279／621384425

宛葵穐 　〃　　　　 点滴静注液
250mgバッグ100mL 

「アイロム」  （共和クリティケア砥扶桑） 

779
6250401G4036／621660102

6250i　抗ウイルス化学療法剤　アシクロビル

姐亜　新生児単純ヘルペスウイルス感染症。単純ヘルペスウイル

ス及び水痘・帯状疱疹ウイルスに起因する次の感染症／免疫機能

の低下した患者（悪性腫瘍，自己免疫疾患等）に発症した単純疱疹

・水痘・帯状疱疹，脳炎，髄膜炎。

姐唖　新生児単純ヘルペスウイルス感染症　新生児１回10mg/kg，

１日３回，８時間ごとに１時間以上かけて10日間点滴静注。必要

に応じ投与期間の延長・増量可。上限は１回20mg/kgまで。その
他　成人・小児１回5mg/kg，１日３回，８時間ごとに１時間以上か

けて７日間点滴静注。成人は脳炎・髄膜炎で必要に応じ投与期間

の延長・増量可。小児は必要に応じ増量可，脳炎・髄膜炎で投与期

間 の 延 長 も 可。 上 限 は 成 人 １ 回10mg/kgま で，小 児 １ 回

20mg/kgまで。バイアル製剤は250mg（１瓶）を糠注射用水又は

糠生理食塩液10異に溶解後，アンプル製剤はそのまま，各々投与

量に相当する量を１瓶・１管当たり100異以上の補液で希釈。用

時調製。

阿　本剤（成分）・バラシクロビル塩酸塩に過敏症の既往歴

愛　 アスコルビン酸 注射液　
悪

100偵1管 84
3140400A2014／643140002

愛　 　〃　　　　　 注射液　
悪

200偵1管 84
3140400A3010／643140003

愛　 　〃　　　　　 注射液　
悪

500偵1管 静 84
3140400A4017／643140004

愛　 　〃　　　　　 注射液　
悪

1貞1管 静 84
3140400A5013／643140005

愛　 　〃　　　　　 注射液　
悪

2貞1管 静 84
3140400A6010／643140006

愛　 　〃　　　　　 注射液100mg 
「サワイ」   （沢井）　　 

100偵1管 84
3140400A2200／620009258

愛　 　〃　　　　　 注100mg 
「NP」   （ニプロ） 

100偵1管 84
3140400A2219／620712410

愛　 　〃　　　　　 注射液100mg 
「トーワ」   （東和薬品）　　 

100偵1管 84
3140400A2227／620712409

愛　 　〃　　　　　 注射液100mg 
「ツルハラ」   （鶴原）　　 

100偵1管 84
3140400A2235／620712413

250偵100異1袋
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愛アセチルコリン 塩化物露 注射用 郎　
悪

100偵1管
（溶解液付）

劇 371

1232400X1015／641230015

1232緬7222　副交感神経興奮剤　注射用アセチルコリン塩化物

姐亜　麻酔後の腸管麻痺，消化管機能低下のみられる急性胃拡張。

円形脱毛症。冠動脈造影検査時の冠攣縮薬物誘発試験における冠

攣縮の誘発。

姐唖　麻酔後の腸管麻痺，消化管機能低下のみられる急性胃拡張　

１回0.1g（１管）を１～２異の糠注射用水に用時溶解，１日１～２

回皮下注又は筋注。円形脱毛症　１回0.1g（１管）を５異の糠注射

用水に用時溶解し，局所皮内の数ヶ所に毎週１回ずつ注射。冠攣
縮薬物誘発試験　糠生理食塩液に溶解・希釈し，１回５異を冠動脈

内に注入。左冠動脈から開始し，20,50，100µgを冠攣縮が誘発さ

れるまで５分間隔で段階的に各20秒間かけて注入。右冠動脈に

は，20,50µgを冠攣縮が誘発されるまで５分間隔で段階的に各20

秒かけて注入。

阿　①気管支喘息②甲状腺機能亢進症③重篤な心疾患（冠攣縮薬物誘発試
験に使用する場合を除く）④消化性潰瘍⑤本剤（成分）に過敏症の既往歴⑥
アジソン病⑦消化管・膀胱頸部の閉塞⑧てんかん⑨パーキンソニズム⑩妊
婦・妊娠の可能性

宛葵 アセテート 維持液3G 「HK」  
 （光） 

200異1袋 125
3319562A1057／621753501

宛葵 　〃　　　 維持液3G 「HK」  500異1袋 154
3319562A3033／621753601

3319T　血液代用剤　酢酸維持液（ブドウ糖加）

姐亜　経口摂取が不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維

持，エネルギーの補給。

姐唖　成人１回500～1,000異，小児１回200～500異，点滴静注。

投与速度は成人・小児ともブドウ糖として0.5g/kg/時以下。年齢

・症状・体重等により適宜増減。

阿　①高カリウム血症，乏尿，アジソン病，重症熱傷，高窒素血症②高リン
血症，低カルシウム血症，副甲状腺機能低下症③高マグネシウム血症，甲状
腺機能低下症

宛葵 アセトキープ 3G注  
 （共和クリティケア） 

200異1袋 125
3319562A1049／620004101

宛葵 　〃　　　　 3G注  
 （共和クリティケア砥ニプロ） 

500異1瓶 154
3319562A2037／620004100

3319T　血液代用剤　酢酸維持液（ブドウ糖加）

姐亜　経口摂取が不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維

持，エネルギーの補給。

姐唖　成人１回500～1,000異，小児１回200～500異，点滴静注。

投与速度は成人・小児ともブドウ糖として0.5g/kg/時以下。年齢

・症状・体重等により適宜増減。

阿　①高カリウム血症，乏尿，アジソン病，重症熱傷，高窒素血症②高リン
血症，低カルシウム血症，副甲状腺機能低下症③高マグネシウム血症，甲状
腺機能低下症

葦 アーゼラ 点滴静注液100mg  
 （ノバルティス） 

100偵5異1瓶 劇 28,904
4291423A1026／622244301

葦 　〃　　 点滴静注液1000mg  1,000偵50異1瓶 劇 280,240
4291423A2022／622244401

4291　抗悪性腫瘍剤　オファツムマブ（遺伝子組換え）

姐亜　再発又は難治性のCD20陽性の慢性リンパ性白血病。

姐唖　初回300mg，２回目以降2000mg，週１回点滴静注し，８回

目まで繰り返す。８回目の投与４～５週後から，４週間に１回

2000mgを点滴静注し，12回目まで繰り返す。
注）①本剤投与時に発現する　infusion　reaction　（発熱，発疹，疼痛，咳
嗽等）を軽減させるため，投与30分～２時間前に抗ヒスタミン剤，解熱鎮
痛剤，副腎皮質ホルモン剤の前投与を行う。３回目以降，副腎皮質ホルモ
ン剤の前投与は患者の状態により適宜実施。②希釈後の総量1000異と
なるよう生理食塩液で用時希釈。

　アスパラ注射液  （ニプロＥＳ）（10％）10異1管 静 59
3229500A1022／643910004

3229J　Ｋ，Mgアスパルテート製剤　L調アスパラギン酸カリウム・L調ア

スパラギン酸マグネシウム

姐亜　次の疾患・状態におけるカリウム補給（マグネシウム欠乏を

合併している疑いのある場合）／降圧利尿剤・副腎皮質ホルモン・

強心配糖体・インスリン・ある種の抗生物質等の連用時，低カリウ

ム血症型周期性四肢麻痺，心疾患時の低カリウム状態，肝疾患時

の低カリウム状態，重症嘔吐，下痢，カリウム摂取不足，手術後。

姐唖　１回10～20異，糠注射用水，５％ブドウ糖注射液，生理食塩

液 又 は 他 の 適 当 な 希 釈 剤 で 希 釈。 濃 度 は カ リ ウ ム と し て

40mEq/L以下，８異/分を超えない速度で点滴静注。年齢・症状に

より適宜増減。

阿　①前日の尿量が500異以下あるいは投与直前の排尿が１時間当たり
20異以下の重篤な腎機能障害②副腎機能障害（アジソン病）③高カリウム血
症・高マグネシウム血症④高カリウム血性周期性四肢麻痺⑤本剤（成分）に
過敏症の既往歴⑥エプレレノンを投与中　哀　エプレレノン調 セララ 陳

　アスパラカリウム注10mEq 
 （ニプロＥＳ）

17.12％10異1管 静 60
3229401A1096／620002554

3229i　Ｋアスパルテート製剤　L調アスパラギン酸カリウム

姐亜　次の疾患・状態のカリウム補給／心疾患時低カリウム状態，

低カリウム血症型周期性四肢麻痺，降圧利尿剤・副腎皮質ホルモ

ン・強心配糖体・インスリン・ある種の抗生物質等の連用時。重症

嘔吐，下痢，カリウム摂取不足及び手術後。

姐唖　１回1.71～5.14g（１～３管），糠注射用水，５％ブドウ糖注

射液，生理食塩液又は他の適当な希釈剤で希釈。濃度0.68W/V％

以下，８異/分を超えない速度で点滴静注。１日投与量17.1g（10

管）までとし，年齢・症状により適宜増減。

阿　①前日の尿量が500異以下あるいは投与直前の排尿が１時間当たり
20異以下の重篤な腎機能障害②副腎機能障害（アジソン病）③高カリウム血
症④高カリウム血性周期性四肢麻痺⑤本剤（成分）に過敏症の既往歴⑥エプ
レレノンを投与中　哀　エプレレノン調 セララ 陳

宛葵アスパラギン酸カリウム注
10mEqキット 「テルモ」 
 （テルモ）

17.12％10異1易 173
3229401G1021／620004635

3229i　Ｋアスパルテート製剤　L調アスパラギン酸カリウム

姐亜　次の疾患・状態のカリウム補給／降圧利尿剤・副腎皮質ホル

モン・強心配糖体・インスリン・ある種の抗生物質等の連用時，低

カリウム血症型周期性四肢麻痺，心疾患時低カリウム状態，重症

嘔吐，下痢，カリウム摂取不足及び手術後。

姐唖　１回1.71～5.14g（１～３本），糠注射用水，５％ブドウ糖注

射液，生理食塩液又は他の適当な希釈剤で希釈。濃度0.68W/V％

以下，８異/分を超えない速度で点滴静注。１日17.1g（10本）ま

で。年齢・症状により適宜増減。

阿　①前日の尿量が500異以下あるいは投与直前の排尿が１時間当たり
20異以下の重篤な腎機能障害②副腎機能障害（アジソン病）③高カリウム血
症④高カリウム血性周期性四肢麻痺⑤本剤（成分）に過敏症の既往歴⑥エプ
レレノンを投与中　哀　エプレレノン調 セララ 陳

葦アスペノン静注用100 
 （バイエル）

100偵10異1管 劇 743
2129404A2037／620004636

2129i　不整脈治療剤　アプリンジン塩酸塩

姐亜　頻脈性不整脈。

姐唖　５％ブドウ糖液等で10倍に希釈，血圧・心電図監視下に希釈

液として１回1.5～2.0異/kg，５～10異/分の速度で徐々に静注。

注入総量は希釈液として１回100異まで。

阿　①重篤な刺激伝導障害（完全房室ブロック等）②重篤なうっ血性心不
全③妊婦・妊娠の可能性
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葦 アディノベイト 静注用
キット1500  （シャイアー） 

1,500国際単位1易
（溶解液付）

154,965

6343446G5022／622646001

葦 　〃　　　　　 静注用
キット3000  

3,000国際単位1易
（溶解液付）

287,159

6343446G6029／622646101

6343緬6349　ペグ化遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤　ルリオ

クトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）

姐亜　血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制。

姐唖　添付溶解液５異で溶解。１回10～30国際単位/kg，10異/分

を超えない速度で緩徐に静注。状態により適宜増減。〔定期投与〕

成人・12歳以上の小児　１回40～50国際単位/kgを週２回。状態に

応じ１回60国際単位/kgに増量可。12歳未満の小児　１回40～60

国際単位/kgを週２回。状態に応じ１回80国際単位/kgを超えな

い範囲で増量可。

虻娃　針及び注入器付の製品であるので，在宅自己注射指導管

理料を算定する場合，注入器加算及び注入器用注射針加算は算定

できない（平28.5.24保医発0524第１号，最終改正：平30.11.27保

医発1127第２号）。

宛葵アデノシン負荷用静注60mg
シリンジ 「FRI」 
 （富士フイルム富山化学）

60偵20異1筒 6,124
7990402G1021／622364701

7990i　心臓疾患診断補助剤　アデノシン

姐亜　十分に運動負荷をかけられない患者において心筋血流シン

チグラフィによる心臓疾患の診断を行う場合の負荷誘導。

姐唖　120µg/kg/分，６分間持続静注（総投与量0.72mg/kg）。
注）シリンジポンプにより持続静注。

阿　①薬物療法によっても安定化しない不安定狭心症②Ⅱ・Ⅲ度房室ブロ
ックのある者（人工ペースメーカーが装着されている者を除く）③洞不全症
候群又は症候性の著しい洞性徐脈（人工ペースメーカーが装着されている
者を除く）④QT延長症候群⑤高度な低血圧⑥代償不全状態にある心不全⑦
喘息等の気管支攣縮性肺疾患・その既往歴・その疑いのある者⑧アデノシン
に過敏症の既往歴　哀　①ジピリダモール調 ペルサンチン 陳②メチルキサン
チン類（カフェイン，テオフィリン調 テオドール 陳，アミノフィリン調 ネオフィ
リン 陳），カフェインを含む飲食物（コーヒー，紅茶，日本茶，コーラ，チョコ
レート等）

芦アデノスキャン注60mg 
 （第一三共）

60偵20異1瓶 9,849
7990402A1029／620002496

7990i　心臓疾患診断補助剤　アデノシン

姐亜　十分に運動負荷をかけられない患者において心筋血流シン

チグラフィによる心臓疾患の診断を行う場合の負荷誘導。

姐唖　120µg/kg/分，６分間持続静注（総投与量0.72mg/kg）。
注）原液のまま使用し，シリンジポンプにより持続静注。

阿　①薬物療法によっても安定化しない不安定狭心症②Ⅱ・Ⅲ度房室ブロ
ックのある者（人工ペースメーカーが装着されている者を除く）③洞不全症
候群又は症候性の著しい洞性徐脈（人工ペースメーカーが装着されている
者を除く）④QT延長症候群⑤高度な低血圧⑥代償不全状態にある心不全⑦
喘息等の気管支攣縮性肺疾患・その既往歴・その疑いのある者⑧アデノシン
に過敏症の既往歴　哀　①ジピリダモール調 ペルサンチン 陳②メチルキサン
チン類（カフェイン，テオフィリン調 テオドール 陳，アミノフィリン調 ネオフィ
リン 陳），カフェインを含む飲食物（コーヒー，紅茶，日本茶，コーラ，チョコ
レート等）

宛葵逢アデビロック注10 
 （コーアイセイ）

10エルカトニン単位1異1管 劇 64
3999401A2133／640406006

3999i　合成カルシトニン誘導体製剤　エルカトニン

姐亜　骨粗鬆症における疼痛。

姐唖　１回10単位，週２回筋注。症状により適宜増減。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

宛葵逢アデビロック筋注20単位 
 （コーアイセイ）

20エルカトニン単位1異1管 劇 92
3999401A3156／621722001

3999i　骨粗鬆症治療剤　エルカトニン

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

葦アセリオ静注液1000mg
バッグ  （テルモ）

1,000偵100異1袋 静劇 320
1141400A2020／622525501

1141　解熱鎮痛剤　アセトアミノフェン

姐亜　経口製剤及び坐剤の投与が困難な場合における疼痛及び発

熱。

姐唖　〔成人〕疼痛　１回300～1000mg，静注。１日4000mgまで。

年齢・症状により適宜増減。体重50kg未満は１回15mg/kgを上

限として静注，１日60mg/kgまで。発熱　１回300～500mg，静

注。原則として１日２回まで。１日最大1500mgまで。年齢・症

状により適宜増減。〔２歳以上の幼・小児〕１回10～15mg/kg，静

注。１日60mg/kgまで。ただし成人量を超えない。年齢・症状に

より適宜増減。〔乳児・２歳未満の幼児〕１回7.5mg/kg，静注。１

日30mg/kgまで。年齢・症状により適宜増減。以上，投与間隔は

４～６時間以上。静注は15分かける。
注）乳児・幼児・小児：最大量は１回500mg，１日1500mg。

阿　①重篤な肝障害②本剤（成分）に過敏症の既往歴③消化性潰瘍④重篤
な血液異常⑤重篤な腎障害⑥重篤な心機能不全⑦アスピリン喘息・その既
往歴

葦アセレンド注100µg  （藤本）100µ貞2異1瓶 劇 1,648
3229402A1023／622676501

3229i　低セレン血症治療剤　亜セレン酸ナトリウム

姐亜　低セレン血症。

姐唖　成人・12歳以上の小児　開始量１日100µg，高カロリー輸液

等に添加し，中心静脈内に点滴静注。以後，状態により１日50～

200µgで適宜調整。効果不十分な場合，１日300µgまで中心静脈

内に点滴静注可。12歳未満の小児　開始量１日2µg/kg（体重50kg

以上は100µg），高カロリー輸液等に添加し，中心静脈内に点滴静

注。以後，状態により１日１～4µg/kg（体重50kg以上は50～

200µg）で適宜調整。以上，本剤の１日量を１日１回末梢静脈内

に点滴静注又は緩徐に静注も可。
注）①開始時・用量変更時は血清セレン濃度を確認。②増量を行う場合，
増量幅は12歳以上の患者１日50µg，12歳未満の患者１日1µg/kg（体重
50kg以上は50µg）まで。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

　 アタラックス 調P注射液
（25mg緬ml）   （ファイザー） 

2.5％1異1管 57
1179401A1026／641170001

　 　〃　　　　 調P注射液
（50mg緬ml）  

5％1異1管 59
1179401A2022／641170002

1179i　抗アレルギー性緩和精神安定剤　ヒドロキシジン塩酸塩

姐亜　神経症における不安・緊張・抑うつ，麻酔前投薬，術前・術後

の悪心・嘔吐の防止。

姐唖　１回25～50mg，必要に応じ４～６時間ごとに静注又は点

滴静注。１回静注量100mgまで，25mg/分以上の速度で注入し

ない。又は１回50～100mg，必要に応じ４～６時間ごとに筋注。

以上，年齢・症状により適宜増減。

阿　①本剤（成分），セチリジン，ピペラジン誘導体，アミノフィリン，エチ
レンジアミンに過敏症の既往歴②ポルフィリン症③妊婦・妊娠の可能性

葦 アディノベイト 静注用
キット250   （シャイアー） 

250国際単位1易
（溶解液付）

31,704

6343446G1027／622623201

葦 　〃　　　　　 静注用
キット500  

500国際単位1易
（溶解液付）

59,121

6343446G2023／622623501

葦 　〃　　　　　 静注用
キット1000  

1,000国際単位1易
（溶解液付）

108,242

6343446G3020／622623601

葦 　〃　　　　　 静注用
キット2000  

2,000国際単位1易
（溶解液付）

196,673

6343446G4026／622623701

注―アセリ

ア
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葦アデール点滴静注用5mg
� （日本化薬）

5�1瓶 毒 4,011
2119409D1033／620248901

2119i　急性心不全治療剤　コルホルシンダロパート塩酸塩

姐亜　急性心不全で他の薬剤を投与しても効果が不十分な場合。

姐唖　用時，生理食塩液等で溶解。0.5µg/kg/分，点滴静注。点滴
投与量は，病態に応じ0.75µg/kg/分を上限とし，心血行動態・心電
図をモニターしながら適宜増減。
注）原則として72時間を超える長時間投与は避ける。

阿　�肥大型閉塞性心筋症�高度の大動脈弁狭窄又は僧帽弁狭窄等

葦アドステロール調I131注射液
� （富士フイルム富山化学）

1MBq 1,059
4300426A1020／644310093

4300　副腎疾患診断薬　ヨウ化メチルノルコレステノール（131I）

姐亜　副腎シンチグラムによる副腎疾患部位の局在診断。

姐唖　生理食塩液又は注射用水で２倍以上希釈。約18.5MBqを30

秒以上かけてゆっくり静注し７日目以降にシンチグラムをとる。

年齢・体重により適宜増減。

阿　�ヨード過敏症�妊婦・妊娠の可能性，授乳婦�副腎疾患が強く疑わ
れる者以外の者�18歳未満の者には性腺，ことに卵巣への被曝が多いので
投与しないことを原則とする�ジスルフィラム，シアナミド，プロカルバジ
ン塩酸塩を投与中　哀　ジスルフィラム，シアナミド，プロカルバジン塩酸
塩

葦アドセトリス点滴静注用50mg
� （武田）　

50�1瓶 劇 474,325
4291425D1021／622335601

4291　抗悪性腫瘍剤　ブレンツキシマブ　ベドチン（遺伝子組換え）

姐亜　CD30陽性の次の疾患／ホジキンリンパ腫，末梢性Ｔ細胞リ

ンパ腫。

姐唖　〔未治療のホジキンリンパ腫〕ドキソルビシン塩酸塩，ビン
ブラスチン硫酸塩及びダカルバジンとの併用で２週間に１回

1.2mg/kg，最大12回点滴静注。〔未治療の末梢性Ｔ細胞リンパ腫〕
シクロホスファミド水和物，ドキソルビシン塩酸塩及びプレドニ

ゾロンとの併用で３週間に１回1.8mg/kg，最大８回点滴静注。

〔再発又は難治性のホジキンリンパ腫・末梢性Ｔ細胞リンパ腫〕３
週間に１回1.8mg/kg，点滴静注。以上，状態により適宜減量。

虻娃　�診療報酬明細書の摘要欄に，CD30抗原が陽性であるこ
とを確認した検査の実施年月日について記載（当該検査を実施し

た月のみ。ただし初回は必ず記載）。�平成30年９月20日以前に
既に本剤の投与を受けている患者に対しては�の記載は不要と
し，診療報酬明細書の摘要欄に，本通知前からの投与継続患者で

ある旨（「投与継続患者」と記載）及び当該患者に初めて本剤を投

与した年月日を記載する（平30.9.21保医発0921第１号）。

阿　�本剤（成分）に重度の過敏症の既往歴�ブレオマイシン塩酸塩を投
与中　哀　ブレオマイシン塩酸塩調�ブレオ�陳

葦アートセレブ脳脊髄手術用
洗浄灌流液� （大塚工場）

500�1� 1,843
3399500G1025／620006785

3399J　脳脊髄手術用洗浄・灌流液　ブドウ糖・無機塩類配合剤

姐亜　穿頭・開頭手術時の洗浄，脊髄疾患手術時の洗浄及び神経内

視鏡手術時の灌流。

姐唖　用時，上室液と下室液を混合。穿頭・開頭・神経内視鏡手術

4000�，脊髄疾患手術3000�を目安とし，適量使用。術式・手術

時間等により適宜増減。

　アドナ注（静脈用）25mg
� （ニプロＥＳ）

0.5％5�1管 静 59
3321401A2138／620002558

　　〃　注（静脈用）50mg 0.5％10�1管 静 59
3321401A3142／620002559

　　〃　注（静脈用）100mg 0.5％20�1管 静 94
3321401A4181／620002560

3321　対血管薬剤　カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

姐亜　骨粗鬆症における疼痛。

姐唖　１回20単位，週１回筋注。

阿　本剤（成分）に過敏症の既往歴

宛葵逢アデビロック注40
� （コーアイセイ）

40エルカトニン単位1�1管 劇 237
3999401A1137／640406007

3999i　合成カルシトニン誘導体製剤　エルカトニン

姐亜　高カルシウム血症。骨ページェット病。

姐唖　高カルシウム血症　１回40単位，１日２回朝晩筋注又は点滴

静注。点滴静注は希釈後速やかに使用し，１～２時間かけて注

入。年齢・血中カルシウムの変動により適宜増減。骨ページェッ
ト病　１日１回40単位，筋注。

阿　�本剤（成分）に過敏症の既往歴�妊娠末期

宛葵アデフラビン注10mg
� （東和薬品）

10�1管 57
3131400A4263／620003674

3131　補酵素型ビタミンB2製剤　フラビンアデニンジヌクレオチド

姐亜　ビタミンB2欠乏症の予防・治療。ビタミンB2の需要が増大

し食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳

婦，激しい肉体労働時等）。次の疾患のうちビタミンB2の欠乏又

は代謝障害が関与すると推定される場合／口角炎，口唇炎，舌炎，

口内炎，肛門周囲びらん，陰部びらん，急・慢性湿疹，脂漏性湿疹，

ペラグラ，尋常性ざ瘡，酒さ，日光皮膚炎，結膜炎，びまん性表層

角膜炎，角膜部周擁充血，角膜脈管新生。

姐唖　１日１～40mg，１～２回分割皮下注，筋注又は静注。年齢

・症状により適宜増減。

虻娃　ビタミン剤の投与が認められるのは，医師が当該ビタミ

ン剤の投与が有効であると判断し，適正に投与された場合に限る

（令2.3.5保医発0305第１号）。

　アデホス調Lコーワ注10mg
� （興和）

10�1管 59
3992400A1123／620002555

　　〃　　調Lコーワ注20mg 20�1管 59
3992400A2138／620002556

　　〃　　調Lコーワ注40mg 40�1管 61
3992400A3045／620002557

3992　代謝賦活剤　アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

姐亜　頭部外傷後遺症に伴う諸症状の改善。心不全。筋ジストロ

フィー症及びその類縁疾患。急性灰白髄炎。脳性小児麻痺（弛緩

型）。進行性脊髄性筋萎縮症及びその類似疾患。調節性眼精疲労

における調節機能の安定化。耳鳴，難聴。消化管機能低下のみら

れる慢性胃炎。慢性肝疾患における肝機能の改善。

姐唖　�１回５～40mg，１日１～２回，等張ないし高張ブドウ糖
注射液に溶解して，徐々に静注。�１回40～80mg，１日１回，５
％ブドウ糖注射液200～500�に溶解し，30～60分かけて点滴静

注。

阿　脳出血直後

　アデラビン9号注1mL
� （マイラン砥ファイザー）

1�1管 静 148
3262400A1177／620007167

　　〃　　　9号注2mL 2�1管 静 247
3262400A2165／620007168

3262　肝臓抽出製剤　肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド

姐亜　慢性肝疾患における肝機能の改善。次の疾患のうちビタミ

ンB2の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合／湿疹・皮

膚炎群，口唇炎，口角炎，口内炎，びまん性表層角膜炎。ビタミン

B2の需要が増大し，食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性

疾患，妊産婦，授乳婦等）。

姐唖　１日１～２�，１～２回分割皮下注，筋注又は静注。年齢・

症状により適宜増減。

阿　本剤に過敏症の既往歴

注―アトナ
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商品名（製造販売承認取得会社名） 規格単位 備　　考
ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「タイヨー」（武田
テバファーマ）

0.3mg2mL1管

ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「ファイザー」（マ
イラン）

0.3mg2mL1管

ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mgシリンジ「サンド」
（サンド）

0.3mg2mL1筒

リクスビス静注用500（シャイアー） 500国際単位1瓶（溶
解液付）

リトドール点滴静注50mg（共和クリティケア） 1％5mL1管
リポアラン静注25mg（小林化工） 0.5％5mL1管 →品名変更（チオクト酸静注25mg「KN」）／2019年9月30

日に経過措置期間終了
レギチーン注射液10mg（ノバルティス） 1％1mL1管
レパーサ皮下注140mgシリンジ（AABP） 140mg1mL1筒
注射用ロナスタット10（コーアイセイ） 10mg1瓶

204経過措置表_961.indd   22 2020/03/16   16:43
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一般名索引
本文に収録した薬価基準収載医薬品（生薬・漢方製剤を除く）
について，一般名・規格単位の50音順に配列し，さらにその中
で診療報酬上の先発品・後発品といった区別および商品名の50
音順とした。

　

①一般名欄…成分名や局方名等。配合剤にあっては一般名のほ
か，その内容や性状を表すいわゆる通称等も含む。なお，先
頭にある「壷–」「坪–」「乾燥」等の文字列は接頭語とみな
し，それらを省いた配列とした。また，複数の品目が収載さ
れる中，成分として水和物の有無が異なるのみで同一と見な
せるものについては，水和物表記を割愛した（ドセタキセ
ル，バラシクロビル塩酸塩等）。

②規格単位欄…規格単位または一般名処方の標準的な記載（厚
生労働省が公開する一般名処方時の使用を前提とした表記）。
後者に該当する場合，背景をグレーで表記し，対応する一般
名処方加算の種別を記号で示した（　　は加算１のみ，　　は
加算１・２いずれにも使用できる）。

　　なお，令和２年４月１日現在として整理した標準的記載の
うち，同一と見なす剤形や規格によっては加算の対象や種別
が異なる場合があるので注意されたい。

③先発・後発等マーク…本文マークに準拠。
④商品名…本文の記載に準拠。商品名のうち，先頭に「強力」
「新」「注射用」等の文字や規格数を付与してあるものは，
それを“接頭語”とみなし，表記を「品名〔接頭語〕」とし
て配列した。また名称が一般名や，それに剤形，規格数およ
び「」書きの屋号を付加して構成される品目等については，
多数にわたる場合「〜各種」などとまとめた。

⑤参照ページ…本文の掲載ページを示す。
　
※なお本索引中，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。詳細は本文内容および最新の添付文書等を参照
されたい。

加 1 加1,2

カロスリベラ
1g

マンモス原末＊（泪橋製薬）� XX
【般】カロスリベラ錠100mg　疏 加1,2

旭ホセメン錠１００ｍｇ� XXX
葵アシタノ錠１００� X
葵カロスリベラ錠１００ｍｇ 各種� XX
200mg1錠
葦ホセメン錠２００ｍｇ� XXX

①

②

③ ⑤

④

凡　　例
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ア

亜鉛華
10g

亜鉛華軟膏 各種� 469
亜鉛華単軟膏
【般】亜鉛華単軟膏10％　疏 加 1

葵亜鉛華（１０％）単軟膏 各種� 469
葵サトウザルベ軟膏１０％� 510

【般】亜鉛華単軟膏20％　疏 加 1

葵サトウザルベ軟膏２０％� 510
亜鉛華デンプン
10g

亜鉛華デンプン 各種� 469
亜鉛華軟膏貼付剤
【般】亜鉛華軟膏貼付剤20％　疏 加 1

葵ボチシート２０％� 571
アガルシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）
3.5mg3.5mL1瓶
葦リプレガル点滴静注用３.５ｍｇ� 854

アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）
5mg1瓶
葵アガルシダーゼ ベータＢＳ点滴静注

５ｍｇ「ＪＣＲ」� 597
5mg1瓶
旭ファブラザイム点滴静注用５ｍｇ� 794
35mg1瓶
葵アガルシダーゼ ベータＢＳ点滴静注

３５ｍｇ「ＪＣＲ」� 597
35mg1瓶
旭ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ� 794

アカルボース
【般】アカルボース錠50mg　疏 加1,2

旭グルコバイ錠５０ｍｇ� 128
葵アカルボース錠５０ｍｇ 各種� 2

【般】アカルボース口腔内崩壊錠50mg　疏 加1,2

旭グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ� 128
葵アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ 各種� 2

【般】アカルボース錠100mg　疏 加1,2

旭グルコバイ錠１００ｍｇ� 128
葵アカルボース錠１００ｍｇ 各種� 2

【般】アカルボース口腔内崩壊錠100mg　疏 加1,2

旭グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ� 128
葵アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ 各種� 2

アカンプロサートカルシウム
333mg1錠
葦レグテクト錠３３３ｍｇ� 444

アキシチニブ
1mg1錠
葦インライタ錠１ｍｇ� 54
5mg1錠
葦インライタ錠５ｍｇ� 54

アクタリット
【般】アクタリット錠100mg　疏 加1,2

旭オークル錠１００ｍｇ� 79
旭モーバー錠１００ｍｇ� 410
葵アクタリット錠１００ｍｇ 各種� 2

アクチノマイシン D
0.5mg1瓶
葦コスメゲン静注用０.５ｍｇ� 686

アクラトニウムナパジシル酸塩

25mg1�

葦アボビスカプセル２５� 20
50mg1�

葦アボビスカプセル５０� 20
アクラルビシン塩酸塩
20mg1瓶
葦アクラシノン注射用２０ｍｇ� 599

アクリジニウム臭化物
30吸入1�

葦エクリラ４００µｇジェヌエア３０吸入用
� 484

60吸入1�

葦エクリラ４００µｇジェヌエア６０吸入用
� 484

アクリノール水和物
【般】アクリノール外用液0.1％　疏 加1,2

鯵アクリノール液０.１％「シオエ」� 470
鯵アクリノール消毒液０.１％「東豊」� 470
葵アクリノール消毒液０.１％「タイセイ」
� 470

【般】アクリノール外用液0.2％　疏 加 1

葵アクリノール消毒液０.２％「タイセイ」
� 470

アコチアミド塩酸塩水和物
100mg1錠
葦アコファイド錠１００ｍｇ� 3

アザシチジン
100mg1瓶
葦ビダーザ注射用１００ｍｇ� 784

アザセトロン塩酸塩
10mg2mL1管
葵アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ 各種
� 599

アザチオプリン
50mg1錠

アザニン錠５０ｍｇ� 4
イムラン錠５０ｍｇ� 50

亜酸化窒素
1g

亜酸化窒素 各種� 471,484
アネスタ� 475
笑気〔小池〕� 517
笑気ガス（住友精化）� 517

アシクロビル
【般】アシクロビル錠200mg　疏 加1,2

旭ゾビラックス錠２００� 209
葵アシクロビル錠２００ｍｇ 各種� 4
葵ビクロックス錠２００� 314

【般】アシクロビル錠400mg　疏 加1,2

旭ゾビラックス錠４００� 209
葵アシクロビル錠４００ｍｇ 各種� 4,5
葵ビクロックス錠４００� 314

【般】アシクロビル顆粒40％　疏 加1,2

旭ゾビラックス顆粒４０％� 209
葵アシクロビル顆粒４０％ 各種� 4
葵ビクロックス顆粒４０％� 314

【般】アシクロビルシロップ用80％　疏 加 1

葵アシクロビルＤＳ４０％ 各種� 4
葵アストリックドライシロップ８０％� 8

【般】アシクロビルシロップ8％　疏 加 1

葵アシクロビルシロップ８％「タカタ」� 4
葵ビクロックスシロップ８％� 314

【般】アシクロビル経口ゼリー 200mg　疏 加 1

葵アシクロビル内服ゼリー２００ｍｇ「日医
工」� 5

【般】アシクロビル経口ゼリー 800mg　疏 加 1

葵アシクロビル内服ゼリー８００ｍｇ「日医
工」� 5

3％1g
アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」�471

葦ゾビラックス眼軟膏３％� 523
ビルレクス眼軟膏３％� 550

【般】アシクロビル軟膏5％　疏 加1,2

旭ゾビラックス軟膏５％� 523
葵アシクロビル軟膏５％ 各種� 471

【般】アシクロビルクリーム5％　疏 加1,2

旭ゾビラックスクリーム５％� 523
葵アシクロビルクリーム５％「ラクール」
� 471

125mg1管
葵ビクロックス点滴静注１２５ｍｇ� 781
250mg1管
葵アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ 各種
� 600

葵ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ� 781
250mg1瓶
旭ゾビラックス点滴静注用２５０� 719
葵アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ 各種
� 600

250mg100mL1袋
葵アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇバッグ

１００ｍＬ「アイロム」� 600
アジスロマイシン水和物
【般】アジスロマイシン錠100mg　疏 加 1

葵アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ「タ
カタ」� 5

【般】アジスロマイシンカプセル100mg　疏 加1,2

旭ジスロマックカプセル小児用
１００ｍｇ� 168

葵アジスロマイシンカプセル小児用
１００ｍｇ 各種� 5

【般】アジスロマイシン錠250mg　疏 加1,2

旭ジスロマック錠２５０ｍｇ� 168
葵アジスロマイシン錠２５０ｍｇ 各種� 5

【般】アジスロマイシン錠500mg　疏 加 1

葵アジスロマイシン錠５００ｍｇ 各種� 6
600mg1錠
葦ジスロマック錠６００ｍｇ� 169

【般】アジスロマイシン細粒10％　疏 加1,2

旭ジスロマック細粒小児用１０％� 168
葵アジスロマイシン細粒小児用１０％ 各種
� 5

2g1瓶
葦ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ

２ｇ� 168
1％1mL
葦アジマイシン点眼液１％� 471
500mg1瓶
葦ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ� 697

アシタザノラスト水和物
5mg5mL1瓶
葦ゼペリン点眼液０.１％� 522

亜硝酸アミル
0.25mL1管

亜硝酸アミル「ＡＦＰ」� 471
アジルサルタン

ア
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