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「次のよう」の部分

薬 価 基 準 表

凡 例

１ この薬価基準表は、農業災害補償法施行規則第33条第１項及び第34条の３第１項の規

定により、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水

産大臣が定める点数（家畜共済診療点数表）中、〔第２薬治料〕、〔第５注射料〕、〔第６

処置料〕及び〔第８手術料〕の備考によって増点する医薬品の価額を示すものである。

２ この薬価基準表においては、医薬品を便宜上注射薬、内用薬、外用薬、注入・挿入薬

及びその他の５部に分け、それぞれについて品名を五十音順に配列した。ただし、品名

に冠せられた「動物用」、「獣医用」、「注射用」、「○○％」等の表示は、これらを除いた

ものとして五十音順に配列した。

３ 品名の欄は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和35年法律第145号）第41条第1項の規定により定められる日本薬局方に収載されている

医薬品（以下「局方医薬品」という。）については局方医薬品名を、局方医薬品以外の

医薬品（以下「局方外医薬品」という。）については販売名を採用した。ただし、局方

外医薬品であっても、一般名によって内容の統一が図られるものについては、アポオキ

ソカンファー注射液、スルファジメトキシン注射液、ベルベリン注射液等のように一般

名を採用して整理した。品名の頭に（局）の記号を付したものは、第16改正日本薬局方

収載医薬品である。

４ 一般名で統一した局方外医薬品については、これらの医薬品の下に販売名を掲げ、当

該販売名ごとに製造販売会社名を記載した。

５ 規格・単位の欄は、各品目について一般的に使用上の基礎単位と考えられる規格・単

位を掲げた。特に注射薬については、規格の規定方法が様々であるので、次のように示

してある。

（１）薬剤含有量と容器の形態で規定しているもの

例）キモトリプシン注射液…5,000単位１A

１アンプル中にキモトリプシンを5,000単位含有するものを示す。

例）（局）リンゲル液…500mL１V

１バイアル中にリンゲル液500mLを含有するものを示す。

（２）薬剤の濃度、容量及び容器形態で規定しているもの

例）（局）アドレナリン注射液…0.１％１mL１A

１アンプル中に、アドレナリンの濃度が0.１％である注射液を１mL含有する

ものを示す。

（３）薬剤の含有量（濃度）と容器の形態のみを規定しており、１容器中の容量は規定

していないもの

例）（局）エストラジオール安息香酸エステル注射液…２mg１mLV

１mL中にエストラジオール安息香酸エステルを２mg含有するもので、容器の



形態がバイアルであるものを示す。

６ 薬価の欄には、各品目の規格・単位に該当する薬価を掲げた。

７ 備考の欄には、当該医薬品の別名その他必要事項を記載した。

８ 第１部から第４部までの各部で共通して使用される品目については、使用度の多いと

思われる部に収載した（第５部についても同様とする。）。したがって、当該使用部に収

載されていない場合は、他部の当該品目の項によることができる。

９ 第５部は、改正前の薬価基準表に収載されていて、改正により薬価基準表第１部から

第４部までに収載されなくなる医薬品のうち、診療施設においてまだ在庫があり、また、

在庫があれば給付されることが適当であると考えられる医薬品を暫定的に収載するもの

であり、平成27年12月31日までに限って適用があるものとする。

取 扱 方 法

１ この薬価基準表は、「家畜共済診療点数表」に定めるところに従い、使用した医薬品

の価額に応じて点数を算出するために用いる。

２ 使用した医薬品によって点数を算出する方法は、次による。

（１）使用した医薬品の品名及び数量に応じて計算される医薬品の価額を合計し、その

合計額を１点の価額10円で除した数（小数点以下は四捨五入し、この数が１に満た

ない場合は切り上げて１とする。）をその点数とする。

（２）この薬価基準表に収載されている医薬品であってその使用した量がこの薬価基準

に掲げる単位により難いときは、使用量に比例した価額を採るものとする。

（３）この薬価基準表に収載されていない医薬品を使用した場合は、診療点数に算入し

ないものとする。

（４）局方医薬品及び凡例４の規定にかかわらず、一般名でこの薬価基準表に収載され

ている医薬品のうちいずれの製造販売会社名も掲げていないものについては、いず

れの製造販売会社の製品であっても、この薬価基準表の価額によって算定するもの

とする。

（５）この薬価基準表に収載されている医薬品であって、医薬品の品名（局方医薬品名

又は販売名）及び規格・単位によって同一医薬品と特定される医薬品については、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の８の

規定に基づく会社合併等による製造販売承認の承継又は社名の変更等によって、製

造販売会社名が変更になった場合においても、この薬価基準表の価額によって算定

するものとする。

（６）第５部に掲げた医薬品については、平成28年１月１日以後、診療点数に算入する

ことができない。

３ この薬価基準表は、診療点数制の合理化を図るため、家畜共済に付された家畜につい

て使用した医薬品に応じて診療点数を算出する基準とするものであって、医薬品の売買

価格又は一般の診療費に対して何らの制限を加えるものではない。



第１部　注射薬

製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考

◆あ◆
アスコルビン酸注射液 2,500mg10mL1A 85.00

動物用25％ビタミンＣ注 日本全薬工業

（局）アドレナリン注射液 0.1％1mL1A 92.00 塩酸エピネフリン
注射液、エピネフリ
ン注射液

アポオキソカンファー注射液 0.5％10mL1A 83.00

オキソカンファー注射液「理研」 理研畜産化薬  

アモキシシリン油性懸濁注射液 150mg(力価）1mLＶ 24.00

アモスタックLＡ注 Meiji Seika
ファルマ

　

20%10mL1Ａ 78.00 アンナカ注射液

20％アンナカ注 日本全薬工業

アンピシリン注射液 50mg(力価)１ｍLＶ 13.00

ビクシリンゾル - 5％明治 Meiji Seika
ファルマ

　

アンピシリン注射液 150mg(力価）1mLＶ 27.00

アンピシリンゾル　15％「KS」 共立製薬 　

ノロブリチン注射液 バイエル薬品 　

ビクシリンゾル - 15％明治 Meiji Seika
ファルマ

　

水性懸濁アンピシリン注「明治」 Meiji Seika
ファルマ

　

アンピシリン注射液 200mg(力価）1mLＶ 26.00

水性アンピシリン注　「KS」 共立製薬 　

アンピシリン注射液NZ 日本全薬工業 　

アンピシリンゾル　20％「KS」 共立製薬 　

ビクシリンゾル - 20％明治 Meiji Seika
ファルマ

　

注射用アンピシリンナトリウム 1g(力価）1Ｖ 146.00

アンピシリンナトリウム注「フジタ」 フジタ製薬 　

注射用アンピシリンナトリウム 3g(力価）1Ｖ 592.00

注射用アンピシリンNa「KS」 共立製薬 　

注射用アンピシリンナトリウムNZ 日本全薬工業 　

注射用ビクシリン Meiji Seika
ファルマ

　

品名

安息香酸ナトリウムカフェイン注射液



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

注射用アンピシリンナトリウム 4g（力価）1Ｖ 783.00

アンピシリンナトリウム注「フジタ」 フジタ製薬 　

注射用ビクシリン Meiji Seika
ファルマ

　

注射用アンピシリンナトリウム 5g（力価）1Ｖ 574.00

アンピシリンナトリウム注「フジタ」 フジタ製薬 　

注射用アンピシリンNa「KS」 共立製薬 　

注射用アンピシリンナトリウムNZ 日本全薬工業 　

注射用アンピシリンナトリウム 6g（力価）1Ｖ 836.00

注射用ビクシリン Meiji Seika
ファルマ

　

4g（力価）1Ｖ 812.00

注射用べテシリン Meiji Seika
ファルマ

6g（力価）1Ｖ 821.00

インタゲン フジタ製薬

8g（力価）1Ｖ 1,205.00

注射用べテシリン Meiji Seika
ファルマ

◆い◆
インフェゾール－V注射液 日本全薬工業 500mL1Ｖ 226.00

◆う◆
1％10mLＶ 231.00

ウルソＶ注射液1000 DSファーマアニマ
ルヘルス

2.5% 10mLＶ 220.00

ウルソH注射液 DSファーマアニマ
ルヘルス

ウルソデオキシコール酸　「文永堂」
- 静注 -

文永堂製薬 　

2.5% 20mL1Ｖ 381.00

UDCA注射液「KS」 共立製薬 　

10％10mLＶ 697.00

ウルソデスオキシコール酸注10％
「フジタ」

フジタ製薬 　

◆え◆
エクツエマリン 理研畜産化薬 10mLV 34.00

2mg1mLＶ 53.00

エストラジオール注「KS」 共立製薬 　

動物用オバホルモン注 あすかアニマルヘ
ルス

　

ウルソデオキシコール酸注射液

ウルソデオキシコール酸注射液

ウルソデオキシコール酸注射液

エストラジオール安息香酸エステル注
射液

アンピシリンナトリウム・クロキサシリン
ナトリウム配合注射液

アンピシリンナトリウム・クロキサシリン
ナトリウム配合注射液

アンピシリンナトリウム・クロキサシリン
ナトリウム配合注射液

ウルソデオキシコール酸注射液



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

動物用ギナンドール 日本全薬工業 　

エストリオール注射液 5mg 1mLＶ 120.00

動物用ホーリン50 あすかアニマルヘ
ルス

　

エチプロストントロメタミン注射液 2.5mg1mLＶ 531.00

プロスタベットＣ ビルバックジャパン 　

文永堂製薬 1mLＶ 33.00

エリスロマイシン注射液 50mg(力価）1mLＶ 12.00

エリスロマイシン注50 共立製薬  

塩化ベタネコール注射液 0.25％10mL1Ａ 62.00

ベサネコール注ＮＺ 日本全薬工業 　

塩酸オキシテトラサイクリン注射液 50mg（力価）１mLＶ 9.00

オキシテトラサイクリン注ＮＺ 日本全薬工業 　

OTC注「KS」 共立製薬 　

テトラジン 理研畜産化薬 　

塩酸オキシテトラサイクリン注射液 100mg（力価）１mLＶ 13.00

エンゲマイシン10％注射液 インターベット 　

ＯＴＣ注10％　「フジタ」 フジタ製薬 　

塩酸クレンブテロール注射液 0.03mg1mLＶ 122.00

プラニパート B.I. ベトメディカジャ
パン

　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 100mg 5%500mL1Ｖ
(PB)

163.00

ビタミンＢ1加ブドウ糖Ｖ注射液5％ 日本全薬工業 　

動物用ビタミンＢ1加ブドウ糖注5％
「KS」

共立製薬 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 200mg 5%1,000mL1Ｖ
(PB)

254.00

ビタミンＢ1加ブドウ糖Ｖ注射液5％ 日本全薬工業 　

動物用ビタミンＢ1加ブドウ糖注5％
「KS」

共立製薬 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 25mg 25%100mL1Ａ 125.00

理研25％ブドウ糖Ｂ1注射液 理研畜産化薬 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 100mg 25%500mL1Ｖ
(PB)

189.00

ビタミンＢ1加ブドウ糖Ｖ注射液25％ 日本全薬工業 　

動物用ビタミンＢ1加ブドウ糖注25％
「KS」

共立製薬 　

ＡＤ3Ｅ注「文永堂」



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 125mg 25%500mL1Ｖ 231.00

理研25％ブドウ糖Ｂ1注射液 理研畜産化薬 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 200mg 25%1,000mL1Ｖ 316.00

ビタミンＢ1加ブドウ糖Ｖ注射液25％ 日本全薬工業 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 100mg 40%500mL1Ｖ
(PB)

258.00

ビタミンＢ1加ブドウ糖Ｖ注射液40％ 日本全薬工業 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 12.5mg 50%50mL1Ａ 89.00

理研50％ブドウ糖Ｂ1注射液 理研畜産化薬 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 25mg 50%100mL1Ａ
(Ｖ）

151.00

理研50％ブドウ糖Ｂ1注射液 理研畜産化薬 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 100mg 50%500mL1Ｖ 279.00

ビタミンＢ1加ブドウ糖Ｖ注射液50％ 日本全薬工業 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 125mg 50%500mL1Ｖ 330.00

理研50％ブドウ糖Ｂ1注射液 理研畜産化薬 　

塩酸チアミン加リンゲル注射液 50mg500mL1Ｖ(PB) 160.00

ビタミンＢ1加リンゲル液 共立製薬 　

ビタミンＢ1加リンゲルＶ注射液 日本全薬工業 　

塩酸チアミン加リンゲル注射液 100mg1,000mL1Ｖ(PB) 275.00

ビタミンＢ1加リンゲル液 共立製薬 　

ビタミンＢ1加リンゲルＶ注射液 日本全薬工業 　

塩酸メトクロプラミド注射液 50mg 10mL1Ａ（Ｖ） 143.00

動物用テルペラン注 あすかアニマルヘ
ルス

　

プリンペラン注 インターベット 　

プリンペラン筋注用 ナガセ医薬品 　

塩酸メトクロプラミド注射液 100mg 10mL1A(Ｖ) 312.00

動物用メトクロ注10　「KS」 共立製薬 　

塩酸リンコマイシン注射液 100mg(力価)1mLＶ 61.00

動物用リンコシン注射液　100mg ゾエティス・ジャパン 　

リンコマイシン注100　「フジタ」 フジタ製薬 　

リンコマイシン注100　「KS」 共立製薬

塩酸リンコマイシン注射液 300mg(力価)1mLＶ 152.00

動物用リンコシン注射液　300mg ゾエティス・ジャパン 　

B.I. ベトメディカジャ
パン

100mg10mLＶ 163.00動物用エンドコール注



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

エンロフロキサシン注射液 5％1mLＶ 48.00

バイトリル5％注射液 バイエル薬品 　

エンロフロキサシン注射液 10%1mLＶ 102.00

エンロフロックス注10％ フジタ製薬

バイトリル10％注射液 バイエル薬品

バイトリルワンショット注射液 バイエル薬品 　

◆お◆
オキシテトラサイクリン注射液 50mg(力価)1mLＶ 13.00

動物用ユナシリン注 文永堂製薬  

200mg(力価)1mLＶ 46.00

アラマイシンLＡ注射液 バイエル薬品  

オキテラ注・LＡ200 共立製薬  

テラマイシン・LＡ注射液 ゾエティス・ジャパン  

オキシトシン注射液 50単位5mL1Ａ 192.00

動物用アトニン－Ｏ あすかアニマルヘ
ルス

 

動物用オキシトシン注射液ＤＳＰ ナガセ医薬品  

動物用オキシトシンA注射液 日本全薬工業

動物用ヒントシン－Ｏ 日本全薬工業  

ポストンエス 共立製薬

オキシトシン注射液 100単位10mL1V 385.00

ホルモニプラ　オキシトシン注射液 日本全薬工業

共立製薬 5mL 303.00

オルビフロキサシン注射液 50mg1mLＶ 44.00

ビクタス注射液5％ DSファーマアニマ
ルヘルス

 

メイビックス注射液5％ DSファーマアニマ
ルヘルス

 

◆か◆
カナマイシン硫酸塩 100mg（力価）Ｖ 9.00

注射用硫酸カナマイシン明治 Meiji Seika
ファルマ

 

カルベトシン注射液 50μg1mLＶ 113.00

オキカルマイルド フジタ製薬  

果糖加ブドウ糖Ｖ注射液25％ 日本全薬工業 500mL1Ｖ 259.00

（局）果糖注射液 5%500mL1Ｖ(B) 146.00

オキシテトラサイクリン注射液
(持続化製剤)

オバプロンデポ



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

（局）果糖注射液 5%1,000mL1Ｖ 326.00

フジタ製薬 250mL1Ｖ 470.00

フジタ製薬 500mL1Ｖ 751.00

フジタ製薬 250mL1Ｖ 494.00

フジタ製薬 500mL1Ｖ 802.00

◆き◆
キシラジン注射液 2％1mLＶ 157.00

エマサス2％注射液 インターベット  

キシラジン注2％「フジタ」 フジタ製薬

スキルペン2％注射液 インターベット  

セデラック2％注射液 日本全薬工業  

セラクタール2％注射液 バイエル薬品  

キシリトール注射液 10%500mL1Ｖ 452.00

キシリット注10％ 日本全薬工業  

キシリトール注射液 25%500mL1Ｖ(PB) 622.00

キシリット注25％ 日本全薬工業  

キシリット注25％「KS」 共立製薬  

キシリトール注射液 25%1,000mL1Ｖ(PB) 845.00

キシリット注25％ 日本全薬工業  

キシリット注25％「KS」 共立製薬  

キモトリプシン注射液 5,000単位１Ａ 229.00

動物用キモチーム　5,000単位 あすかアニマルヘ
ルス

 

キモトリプシンＮＺ 日本全薬工業  

キモトリプシン注射液 10,000単位１Ａ 236.00

キモトリプシン－10000 日本全薬工業  

キモトリプシン注射液 25,000単位１Ａ 622.00

動物用キモチーム　25,000単位 あすかアニマルヘ
ルス

 

キモトリプシン－25 日本全薬工業  

日本全薬工業 100mL1Ｖ 242.00

◆く◆
グルコン酸カルシウム注射液 20%500mL1Ｖ(PB) 526.00

グルカ注20％ 共立製薬  

グルコン酸カルシウム注射液 20%800mL1Ｖ 831.00

強力ＯＳＭ

カルシドン

カルシドン

カルマデックス注

カルマデックス注



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

グルカ注20％ 共立製薬

クロプロステノール注射液 0.5mg2mL 972.00

エストラメイト ナガセ医薬品  

クロプロステノールＣ フジタ製薬  

レジプロン－Ｃ あすかアニマルヘ
ルス

 

ゼノアジンＣ注射液 日本全薬工業  

d-クロプロステノール注射液 0.075㎎1mLＶ 509.00

ダルマジン 共立製薬

◆け◆
理研畜産化薬 100mL1Ｖ 200.00

理研畜産化薬 20mL1Ｖ 86.00

理研畜産化薬 100mL1Ｖ 387.00

血清性性腺刺激ホルモン 1,000単位1Ａ 564.00 ＰＭＳＧ

セラルモン1000 共立製薬

動物用セロトロピン あすかアニマルヘ
ルス

 

動物用ピーエムエスA1000単位 日本全薬工業

動物用ＰＭＳ1,000単位 日本全薬工業  

動物用ピーメックス1,000単位 日本全薬工業  

共立製薬 500mL1Ｖ 555.00

◆こ◆
日本全薬工業 500mL1V 328.00

共立製薬 1,000mL1V 492.00

日本全薬工業 1,000mL1V 492.00

コレカルシフェロール注射液 100万単位1mL 103.00

ビタフラルD3-1000 共立製薬 オスビタン-1000

ビタフラルD3-Ｓ 共立製薬  オスビタン・S

デュファフラルＤ3－1000 ゾエティス・ジャパン  

ビタレラＤ3注 フジタ製薬  

コンドロイチンＤ3注 文永堂製薬 1mLＶ 29.00

◆さ◆
酢酸フェルチレリン注射液 50μg 1mLＶ 345.00

コンサルタン注射液 あすかアニマルヘ
ルス

 

コンセラール注射液 ナガセ医薬品

高張食塩注「KS」

高張食塩Ｖ注射液

Ｋチオニン注Ｍ

Ｋチオニン注Ｃ

Ｋチオニン注Ｃ

ケトプレックス

高張食塩Ｖ注射液



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

スポルネン・注 共立製薬  

ゼノフェル注射液 日本全薬工業  

フェルチレリン注「フジタ」 フジタ製薬  

ボンサーク注 Meiji Seika
ファルマ

 

酢酸フェルチレリン注射液 100μg 2mL1Ａ 696.00

アポックス 日本全薬工業  

コンセラール注射液 ナガセ医薬品  

スポルネン・注 共立製薬  

ゼノフェル注射液 日本全薬工業  

酢酸フェルチレリン注射液 100μg 2mLS 693.00

フェルチレリン注「フジタ」 フジタ製薬  

酢酸フェルチレリン注射液 200μg4mL1Ａ 1,370.00

コンセラール注射液 ナガセ医薬品  

ゼノフェル注射液 日本全薬工業  

酢酸ブセレリン注射液 4.2μg 1mLＶ 301.00

動物用イトレリン注射液 ＩＬＳ  

エストマール注 インターベット  

ペトレル 共立製薬

酢酸リンゲル-Ｖ注射液 日本全薬工業 500mL1V 221.00

酢酸リンゲル-Ｖ注射液 日本全薬工業 1000mL1V 314.00

理研畜産化薬 100mL1Ａ(Ｖ) 221.00

5％100mL1Ａ(Ｖ） 258.00

ザルソブロカ糖注ＮＺ 日本全薬工業  

◆し◆
ジノプロスト注射液 2mg 1mLＶ 175.00

パナセラン・Ｆ液 Meiji Seika
ファルマ

 

ジノプロスト注射液 5mg 1mLＶ 250.00

パナセラン・Ｈｉ Meiji Seika
ファルマ

 

ジノプロストトロメタミン 6.71mg1mLV 237.00

動物用プロナルゴンＦ注射液 ゾエティス・ジャパン  

ジノプロストトロメタミン 1.5mLシリンジ 710.00

ジノプロストT注1％「フジタ」 フジタ製薬

ジノプロストトロメタミン 2.5mLシリンジ 1,118.00

サノリン

サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブ
ドウ糖注射液



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

ジノプロストT注1％「フジタ」 フジタ製薬

ジノプロストトロメタミン 13.42mg1mLV 434.00

ジノプロストT注1％「フジタ」 フジタ製薬

ジミナゼン 1g 1Ｖ 1,952.00

ガナゼック ノバルティアニマル
ヘルス

 

臭化プリフィニウム注射液 75mg10mLＡ 498.00

パドリン注 インターベット  

文永堂製薬 500mL1Ｖ 997.00

◆す◆
理研畜産化薬 10mLＶ 68.00

スルピリン注射液 40% 5mL1Ａ 70.00

動物用40％スルピリン注 日本全薬工業  

スルピリン注射液 40％10mL 88.00

動物用40％スルピリン注 日本全薬工業  

動物用スルピリン注40％「KS」 共立製薬  

スルファジメトキシン注射液 10％100mL１Ａ（Ｖ) 243.00

10％サルトキシン注 理研畜産化薬  

ジメトキシン注ＮＺ 日本全薬工業  

スルファジメトキシン注射液 20%100mL1Ｖ 494.00

アプシード注20％ フジタ製薬

ジメトキシン20％注「文永堂」 文永堂製薬  

スルファモノメトキシン注射液 20%100mL1Ｖ 680.00

ダイメトンＢ注20％ フジタ製薬

◆せ◆
（局）生理食塩液 20mL1Ａ 61.00

（局）生理食塩液 500mL1Ｖ(B) 149.00

（局）生理食塩液 1,000mL1Ｖ(B) 233.00

生理食塩液 1,000mL1Ｖ 203.00

動物用生食Ｖ注射液 日本全薬工業

日本全薬工業 1mLＶ 30.00

セファゾリンナトリウム注射液 1g（力価）1Ｖ 296.00

セファゾリン注「フジタ」 フジタ製薬  

ゼノビタンＡＤ３Ｅ注

シングロン注

スパドリン注



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

動物用セファゾリン注「明治」 テバ製薬  

セファゾリンナトリウム注射液 2g（力価）1Ｖ 505.00

動物用セファゾリン注「明治」 テバ製薬  

セファゾリンナトリウム注射液 3g（力価）1Ｖ 690.00

セファゾリン注「フジタ」 フジタ製薬  

セファゾリン注「KS」 共立製薬

動物用セファゾリン注「明治」 テバ製薬  

セファメジン注「動物用」 インターベット

セファゾリンナトリウム注射液 4g（力価）1Ｖ 823.00

セファゾリン注「フジタ」 フジタ製薬  

セフチオフルナトリウム注射液 1g（力価） 1,794.00

エクセネル注 ゾエティス・ジャパン  

セフチオフルナトリウム注射液 4g（力価） 7,091.00

エクセネル注 ゾエティス・ジャパン  

前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 10AU 1Ａ 1,468.00

アントリン・10 共立製薬  

前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 20AU 1Ａ 2,614.00

アントリン・20 共立製薬  

◆そ◆
共立製薬 1mLV 31.00

◆た◆
共立製薬 500mL1V 221.00

共立製薬 1000mL1V 314.00

理研畜産化薬 100mL1V 334.00

タイロシン注射液 2,000mg（力価）10mL
Ｖ

383.00

動物用タイラン200注射液 日本全薬工業  

タイロシン注200「ＳＰ」 ナガセ医薬品  

タイロシン注200「KS」 共立製薬

理研畜産化薬 20mL1Ｖ 119.00

理研畜産化薬 100mL1Ｖ 235.00

炭酸水素ナトリウム注射液 1.35%500mL1Ｖ 311.00 重炭酸ナトリウム注
射液

等張重曹注 日本全薬工業

炭酸水素ナトリウム注射液 7％500mL1PB(Ｖ） 269.00

タウチゲン注

ソムノペンチル

ダイサクサン

ダイサクサン

ダイナビタンＫ注射液

タウチゲン注



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

重曹注 日本全薬工業  

7％重曹注「KS」 共立製薬  

理研畜産化薬 20mL1V 168.00

理研畜産化薬 100mL1V 547.00

◆ち◆
チアミンジスルフィド注射液 500mg20mL1Ｖ 181.00

ネオバイタミンＨ フジタ製薬  

チアムリン注射液 200mg（力価）1mLＶ 96.00

タイアムチン注射液 日本全薬工業  

チアンフェニコール注射液 250mg1mLＶ 51.00

ネオマイゾン注射液 共立製薬  

フジタ製薬 500mL1V 505.00

チオプロニン注射液 5%100mLＶ 1,429.00

動物用チオラ注射液 あすかアニマルヘ
ルス

（局）注射用水 20mL1Ａ 61.00

注射用水 20mL1Ａ 61.00

エクセネル注用注射用水 ゾエティス・ジャパン

チルミコシン注射液 300mg（力価）1mLＶ 268.00

チルミコシン注30%「タムラ」 田村製薬

チルミコシン注300「フジタ」 フジタ製薬

チルミコシン注300「KS」 共立製薬

ミコチル300注射液 日本全薬工業  

◆て◆

デキサメタゾン懸濁注射液 1mg1mLＶ 12.00

デキサゾン注 理研畜産化薬  

デキサメサゾン注「KS」 共立製薬  

デキサメサゾン懸濁注「タムラ」 田村製薬  

デキサメサゾン注「文永堂」 文永堂製薬  

ユーバレス フジタ製薬  

デキサメタゾン注射液 1mg1mLＶ 44.00

水性デキサメサゾン注Ａ 日本全薬工業  

ゾエティス・ジャパン 1mLＶ 43.00

ゾエティス・ジャパン 1mLＶ 24.00

ダンプロン

ダンプロン

チオビタンＣ

デュファフラル－フォルテ

デュファフラル－マルチ



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

◆と◆
500mL1Ｖ(PB) 180.00

等張糖加リンゲル液「KS」 共立製薬  

等張リンゲル糖－Ｖ注射液 日本全薬工業  

1,000mL1Ｖ(PB) 285.00

等張糖加リンゲル液「KS」 共立製薬  

等張リンゲル糖－Ｖ注射液 日本全薬工業  

500mL1Ｖ 228.00

等張ハルゼン糖－Ｖ注射液 日本全薬工業  

1,000mL1Ｖ(PB) 324.00

等張ハルゼン糖－Ｖ注射液 日本全薬工業  

トコフェロール注射液 50mg1mLＶ 28.00

ビタミンイー注 日本全薬工業  

トラネキサム酸注射液 5％10mLＶ 115.00

トラムリン注 日本全薬工業  

バソラミン注 Meiji Seika
ファルマ

 

フジタ製薬 100mL 787.00

◆に◆
共立製薬 100mL1Ｖ 213.00

共立製薬 500mL1Ｖ 805.00

共立製薬 500mL1Ｖ 777.00

共立製薬 500mL1Ｖ 744.00

日本全薬工業 500mL1Ｖ 485.00

◆ね◆
東亜薬品 10mL 99.00

東亜薬品 10mL 51.00

理研畜産化薬 100mL1Ｖ 216.00

理研畜産化薬 100mL1Ａ(V) 291.00

0.05％10mL1Ａ 67.00  

動物用パラスチミン 日本全薬工業  

フジタ製薬 100mLＶ 224.00

フジタ製薬 250mLＶ 553.00

ネオグリセロ注

ネオサノリン

ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液

ネオニューリン注

ネオニューリン注

ニューグロン

ニューグロン・Ｓ

ニューグロンプラス

ニューボロカールA

ネオアス注射液

ネオアスＰ

等張糖加リンゲル液

等張糖加リンゲル液

等張糖加乳酸リンゲル液

等張糖加乳酸リンゲル液

トンキー200

ニューグロン



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

フジタ製薬 500mLＶ 881.00

フジタ製薬 100mL1Ｖ 213.00

◆は◆
330単位1mLＶ 280.00

破傷風血清 松研薬品工業

フジタ製薬 20mL1Ｖ 184.00

日本全薬工業 500mL1Ｖ 183.00

日本全薬工業 1,000mL1Ｖ 281.00

日本全薬工業 500mL1Ｖ 349.00

フジタ製薬 100mL1Ｖ 1,777.00

理研畜産化薬 20mL1Ｖ 186.00

理研畜産化薬 100mL1Ｖ 239.00

パンテチン注射液 10％20mL1Ａ 546.00

イプコン注10％ テバ製薬  

パンテチン注射液 20%50mLＶ 1,975.00

イプコン注20％ フジタ製薬  

◆ひ◆
ヒアルロン酸ナトリウム注射液 4mL1Ｖ 7,716.00

ハイオネート バイエル薬品  

文永堂製薬 10mLＶ 45.00

理研畜産化薬 500mL1Ｖ 641.00

フジタ製薬 1mLＶ 29.00

共立製薬 1mL1V 37.00

共立製薬 1mLＶ 30.00 ビタロング・
フォルテ

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 1,500単位1Ａ 345.00

ゲストロン1500 共立製薬  

動物用コリホルモンA　 1500単位 日本全薬工業

動物用プベローゲン　1,500単位 日本全薬工業  

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 3,000単位1Ａ 467.00

ゲストロン  3000 共立製薬  

動物用ゴナトロピン　  3000 あすかアニマルヘ
ルス

 

動物用コリホルモン　 3,000単位 日本全薬工業  

動物用コリホルモンA　 3000単位 日本全薬工業

ビタフラルAD3E

ビタフラル-フォルテ

パンカル注50mg

パンチクロン注

パンチクロン注

ヒスタミンＢ6注「文永堂」

ビタゴールド

ビタレラＡＤ3Ｅ

ネオヘキサメチオニン

破傷風血清

パパリンデイ注

ハルゼン－Ｖ注射液

ハルゼン－Ｖ注射液

ハル糖－Ｖ注射液

ネオニューリン注



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

動物用プベローゲン　3,000単位 日本全薬工業  

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 5,000単位1Ａ 685.00

ゲストロン  5000 共立製薬  

動物用ゴナトロピン　 5000 あすかアニマルヘ
ルス

 

動物用コリホルモンA　 5000単位 日本全薬工業

動物用プベローゲン　5,000単位 日本全薬工業  

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 6,000単位1Ａ 841.00

動物用コリホルモン　6,000単位 日本全薬工業  

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 10,000単位 1Ａ 1,089.00

ゲストロン  10000 共立製薬  

動物用ゴナトロピン　  10000 あすかアニマルヘ
ルス

 

動物用コリホルモン　 10,000単位 日本全薬工業  

動物用コリホルモンA　 １0000単位 日本全薬工業

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 10,000単位 1Ｖ 1,761.00 ＨＣＧ、胎盤性性
腺刺激ホルモン

油性コリホルモン　 10,000単位 日本全薬工業  

日本全薬工業 100mL1Ｖ 263.00

◆ふ◆
フィトナジオン注射液 50mg10mL1Ａ 180.00

ビタミンＫ1注 日本全薬工業  

（局）ブドウ糖注射液 5％ 50mL1Ｖ 95.00

（局）ブドウ糖注射液 5％ 100mL1Ｖ(B) 113.00

（局）ブドウ糖注射液 5％ 250mL1Ｖ(B) 139.00

（局）ブドウ糖注射液 5％ 500mL1Ｖ(B) 174.00

（局）ブドウ糖注射液 5％ 1,000mL1Ｖ 219.00

（局）ブドウ糖注射液 10％ 500mL1Ｖ(B) 174.00

（局）ブドウ糖注射液 50％ 20mL1Ａ 97.00

DSファーマアニマ
ルヘルス

1mLＶ 15.00

フルスルチアミン注射液 100mg 20mL1Ａ（Ｖ） 203.00

アニビタン100注射液 ナガセ医薬品  

フルスル注 フジタ製薬  

フルスルチアミン注射液 500mg 100mL1Ｖ(PB) 959.00

アニビタン500注射液 ナガセ医薬品  

ピラピリン

動物用フリートミン注射液



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

フルスル注 フジタ製薬  

フルニキシンメグルミン注射液 8.3％1mLＶ 134.00

バナミン注射液5％ DSファーマアニマ
ルヘルス

 

フォーベット５０注射液 ナガセ医薬品  

フルニキシン注「明治」 Meiji Seika
ファルマ

フルニキシン注5％「フジタ」 フジタ製薬

メフロシル ゾエティス・ジャパン

フルニキシンメグルミン注射液 16.6％1mLＶ 178.00

フルニキシン注10％「フジタ」 フジタ製薬

プレドニゾロン注射液 10mg1mLＶ 11.00

プレドニゾロン注射液ＮＺ 日本全薬工業  

プレドニゾロン注射液「KS」 共立製薬  

プレドニゾロン注射液「タムラ」 田村製薬  

プレドニゾロン注「フジタ」 フジタ製薬  

プレドニゾロン注「文永堂」 文永堂製薬  

プレドリン注 理研畜産化薬  

プロゲステロン注射液 200mg 5mL1Ａ 464.00

動物用ルテオーゲンL 日本全薬工業  

日本全薬工業 500mL1Ｖ 551.00

フロルフェニコール注射液 10％1mLＶ(PB) 40.00

フロルフェニコール100注射液 田村製薬

フロロコール100注射液 ナガセ医薬品  

フロルフェニコール注100「フジタ」 フジタ製薬  

フロルフェニコール注100「KS」 共立製薬

フロルフェニコール注100NZ 田村製薬

フロルフェニコール注射液 20％1mL(PB) 80.00  

フロルフェニコール200注射液 田村製薬

フロロコール200注射液 ナガセ医薬品  

フロルフェニコール注200「フジタ」 フジタ製薬

フロルフェニコール注200「KS」 共立製薬

フロルフェニコール注200NZ 田村製薬

フロルフェニコール注射液 45％1mL 180.00

プロチオン



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

ニューフロール450注射液 インターベット

◆へ◆
ベルベリン注射液 0.2％100mL1Ｖ 176.00

ベリノール注Ａ 日本全薬工業  

ベルパリン注 理研畜産化薬  

ベンジルペニシリンカリウム 300万単位1Ｖ 529.00 結晶ペニシリンＧカ
リウム

結晶ペニシリンＧ明治 Meiji Seika
ファルマ

 

600万単位20mLＶ 171.00 懸濁水性プロカイ
ンペニシリン

動物用懸濁水性プロカインペニシリ
ンＧ

田村製薬  

動物用懸濁水性プロカインペニシリ
ンＧ注射液「理研」

理研畜産化薬  

懸濁水性プロカインペニシリンＧ注
ＮＺ

日本全薬工業  

懸濁水性プロカインペニシリンＧ明
治

Meiji Seika
ファルマ

 

動物用プロカインペニシリンＧゾル
「KS」

共立製薬  

懸濁水性プロカインペニシリンＧ「ｍ
ｅｉｊｉ」

日本全薬工業  

PC・G20万単位DSM
250mg（力価） 1mLV

9.00 マイシリン（懸濁
用）

懸濁水性マイシリン注NZ 日本全薬工業  

動物用マイシリンゾル「KS」 共立製薬  

マイシリン・ゾル「タムラ」 田村製薬  

マイシリンゾル明治 Meiji Seika
ファルマ

 

マイシリンゾル「ｍｅｉｊｉ」 日本全薬工業  

理研マイシリン 理研畜産化薬  

◆ほ◆
ホスホマイシンナトリウム注射液 2g（力価）1Ｖ 677.00

動物用ホスミシンＳ（静注用） Meiji Seika
ファルマ

 

理研畜産化薬 300mL1V 472.00

理研畜産化薬 500mL1V 501.00

日本全薬工業 500mL1V 556.00

日本全薬工業 100mL 787.00

◆ま◆

マルボシル2％ Meiji Seika
ファルマ

20mg(力価)1mLV 53.00

ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジ
ヒドロストレプトマイシン配合注射液

ボロカノン

ボロカノン

ボロカール

ボマフェロン20

マルボフロキサシン

ベンジルペニシリンプロカイン注射液



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

マルボシル10％ Meiji Seika
ファルマ

100mg(力価)1mLV 209.00

◆め◆
メシリナム 500mg（力価）Ｖ 330.00

注射用メタシリン 日本全薬工業  

メシル酸ダノフロキサシン注射液 25mg1mLＶ 46.00

アドボシン注射液 ゾエティス・ジャパン  

文永堂製薬 100mL1Ｖ 258.00

メロキシカム 20mg1mL 271.00

メタカム2%注射液 B.I. ベトメディカジャ
パン

◆ら◆
日本全薬工業 10mL1Ａ 58.00

◆り◆
硫酸カナマイシン注射液 100mg（力価）1mLＶ 9.00

カナマイシン注ＮＺ 日本全薬工業  

カナマイ注100「フジタ」 フジタ製薬  

硫酸カナマイシン注射液100明治 Meiji Seika
ファルマ

 

硫酸カナマイシン注100「KS」 共立製薬  

硫酸カナマイシン注射液 250mg（力価）1mLＶ 23.00

カナマイ注250「フジタ」 フジタ製薬  

硫酸カナマイシン注射液250明治 Meiji Seika
ファルマ

 

硫酸カナマイシン注250「KS」 共立製薬  

250mg（力価）1mLＶ 10.00

ジヒドロストレプトマイシン注射液「タ
ムラ」

田村製薬  

硫酸セフキノム油性懸濁注射液 25mg（力価）1mLＶ 45.00

コバクタン 共立製薬  

セファガード 共立製薬  

硫酸マグネシウム注射液 20％100mL1Ｖ 216.00

動物用マグゾール注 日本全薬工業  

（局）リンゲル液 500mL 1Ｖ 212.00

（局）リンゲル液 500mL 1B 215.00

日本全薬工業 1,000mL1Ｖ 331.00

1mg1mL1Ｖ 36.00

メチリット注

ラドン

硫酸ジヒドロストレプトマイシン注射液

リンゲル糖－Ｖ注射液

リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

コルソンＰ注射液 日本全薬工業  

水溶性デキサ注「KS」 共立製薬  

1.315mg1mLPB 43.00

水性デキサ注０．１％ フジタ製薬

◆る◆
あすかアニマルヘ
ルス

5mL1Ａ 311.00

日本全薬工業 5mL1Ａ 468.00

◆れ◆
共立製薬 100mL1Ａ 196.00

共立製薬 100mL1Ｖ 216.00

日本全薬工業 100mL1Ｖ 180.00

動物用ルテウムデポー

ルテオーゲンＥ

レスチオニンＣ注

レバギニン

レバチオニン

リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液



第２部　内用薬

製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考

◆あ◆
（局）アスピリン 10g 19.80 アセチルサリチ

ル酸

アモキシシリン散 100mg（力価）1g 9.00

アモキシシリン可溶散10％「KS」 共立製薬  

アモキシシリン10％可溶散「明
治」

科学飼料研究所

アンキシン可溶散 科学飼料研究所  

ノビット粒10％ Meiji Seika
ファルマ

  

ワイドシリン10％散 Meiji Seika
ファルマ

 

アモキシシリン散 200mg（力価）1g 14.00

アモキシシリン可溶散20％「KS」 共立製薬  

アモキシシリン20％可溶散「明
治」

科学飼料研究所

ノビット粒20％ Meiji Seika
ファルマ

 

ワイドシリン20％散 Meiji Seika
ファルマ

 

アモキシシリン粒 100mg（力価）1g 8.00

アモキシシリン可溶散10％「フジ
タ」

フジタ製薬

アモキシシリン粒 200mg（力価）1g 14.00

アモキシシリン可溶散20％「フジ
タ」

フジタ製薬

アモキシシリン粒 700mg（力価）1g 27.00

アモキシシリン可溶散70％「フジ
タ」

フジタ製薬  

（局）アロエ末 10g 40.30 ロカイ末

（局）安息香酸ナトリウムカフェイン 1g 7.20 アンナカ

アンピシリン散 100mg（力価）1g 30.00

アンピシリン散「KS」 共立製薬  

動物用アンピシリン散「コーキン」 コーキン化学  

オーテシン散 あすかアニマルヘ
ルス

 

パーレシン粒 住化エンバイロメン
タルサイエンス

 

◆い◆
イソプロチオラン粒剤 25％10g 40.00

フジックス 日本農薬 　

品名



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

イソプロチオラン散剤 50％10g 94.00

フジックス散 日本農薬 　

◆う◆
ウルソデオキシコール酸散 5％1g 5.00

ウルソー5％ DSファーマアニマ
ルヘルス

　

ウルソデオキシコール酸5％「KS」 共立製薬 　

ウルソデオキシコール散「文永
堂」

文永堂製薬 　

科研製薬 50% 1g 25.00

◆え◆
Meiji Seika
ファルマ

10% 10mL 41.00

（局）エフェドリン塩酸塩 1g 105.50 塩酸エフェドリン

（局）ℓ－メントール 1g 16.60 ハッカ脳

（局）塩化カリウム 10g 8.60

（局）塩化カルシウム水和物 10g 17.00 塩化カルシウム

塩酸オキシテトラサイクリン散 100mg（力価）1g 4.00

オキテラ水溶散・100 共立製薬 　

ＯＴＣ可溶散「コーキン」 コーキン化学 　

塩酸オキシテトラサイクリン散 500mg（力価）1g 9.00

ＯＴＣ可溶散50％「KS」 共立製薬 　

塩酸クレンブテロール 0.025mg1mL 37.00

ベンチプルミン－シロップ B.I. ベトメディカジャ
パン

　

塩酸クロルテトラサイクリン散 200mg（力価）1g 12.00

CＴＣ可溶散「ＳＰ」 住化エンバイロメン
タルサイエンス

 　

ＣＴＣ水溶散「ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊ
ｲﾑ」

B.I. ベトメディカジャ
パン

 

塩酸ドキシサイクリン散 20mg（力価）1g 2.00

ビブラベット－20Ｍ コーキン化学 　

エンロフロキサシン液 2.5％1mL 28.00

バイトリル2.5％ＨＶ液 バイエル薬品 　

◆お◆
(局）オウバク末 10g 30.40 黄柏末

オキソリン酸散 5％1g 12.00

パラザン 松村薬品 　

ウロストン

エクテシン液



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

オキソリン酸散 10％1g 14.00

動物用オキソリッチ散 コーキン化学 　

オメプラゾール 6.16g1S 4,183.00

ガストロガード® メリアルジャパン

◆か◆
共立製薬 10mL 79.00

理研畜産化薬 10mL 75.00

日本全薬工業 10mL 76.00

日本全薬工業 10g 7.00

（局）乾燥酵母 10g 24.80

（局）カンゾウ末 10g 31.40 甘草末

◆き◆
（局）希塩酸 10mL 8.80

フジタ製薬 10g 10.00

（局）キニジン硫酸塩水和物 1g 143.20 硫酸キニジン

鹿児島県製薬 10g 15.00 　

理研畜産化薬 10g 14.00

（局）キョウニン水 10mL 16.30 杏仁水

フジタ製薬 10g 17.00

◆く◆
（局）苦味チンキ 10mL 17.40

日産合成工業 10g 10.00

（局）グルコン酸カルシウム水和物 1g 7.80 グルコン酸カル
シウム

日産合成工業 10g 59.00

（局）クロルフェニラミンマレイン酸塩散 1％1g 6.90 マレイン酸クロル
フェニラミン散

◆け◆
（局）ケイ酸マグネシウム 10g 6.90

ミヤリサン製薬 10g 16.00

（局）ケイヒ末 10g 21.50 桂皮末

文永堂製薬 250mL 275.00

共立製薬 10g 16.00

（局）ゲンチアナ末 10g 32.00

◆こ◆
（局）合成ケイ酸アルミニウム 10g 21.60

グレビオマイシン散

軽種馬用ハテキ

ケトナイン「文永堂」

ゲリトミン散

家畜健胃散「スタマー」

キートン

牛馬速効散

協同胃腸薬

ギンベル

クリアストン散

動物用ガストリン

ガスドリン

ガスナインＳ



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

（局）コデインリン酸塩散1％ 1％1g 7.40 リン酸コデイン散
１％

◆し◆
（局）ジアスターゼ 10g 24.60

ジゴシン散　0.1％ 0.1％1g 11.20

（局）ジヒドロコデインリン酸塩散1％ 1％1g 7.40 リン酸ジヒドロコ
デイン散１％

文永堂製薬 10g 34.00

人工カルルス塩 10g 6.30

中森製薬 15g 46.00

中森製薬 15g 46.00

日産合成工業 10g 14.00

◆す◆
フジタ製薬 10g 67.00

（局）スルピリン水和物 1g 7.20 スルピリン

スルファジメトキシンナトリウム 純末1g 8.00

アプシードソーダ Meiji Seika
ファルマ

　

スルファジメトキシンナトリウム散 10％10g 16.00

アプシードソーダ散 Meiji Seika
ファルマ

　

サルトキシン末 理研畜産化薬 　

スルファモノメトキシン水和物 1g 11.00 スルファモノメト
キシン

ダイメトン「明治」 Meiji Seika
ファルマ

スルファモノメトキシン散 10％10g 17.00

ダイメトンＳ散 Meiji Seika
ファルマ

　

スルファモノメトキシン散 20％10g 21.00

ダイメトン散20％ Meiji Seika
ファルマ

　 　

スルファモノメトキシンナトリウム 純末1g 13.00

ダイメトンソーダ Meiji Seika
ファルマ

　

◆せ◆
（局）精製水 10mL 1.20 蒸留水

日本全薬工業 10g 22.00

（局）センブリ・重曹散 1g 6.90

（局）センブリ末 10g 218.30 当薬末

日本全薬工業 10g 9.00 カウストン

◆た◆
（局）ダイオウ末 10g 21.70 大黄末

新中森獣医散［Ｚ］

新モアラーゼ散

ストリゲン－Ａ

整腸散ＮＺ

ゼノストン

新オルゲンＳ

新中森獣医散



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

（局）炭酸水素ナトリウム 10g 7.20 重炭酸ナトリウ
ム、重曹

（局）タンニン酸アルブミン 1g 6.90 タンナルビン

◆ち◆
大園製薬 10g 29.00

◆て◆
（局）天然ケイ酸アルミニウム 10g 10.90

◆と◆
 5%1mL 64.00

牛用バイコックス バイエル薬品  

共立製薬 10g 8.00

鹿児島県製薬 10g 32.00 　

◆な◆
共立製薬 10g 24.00

◆に◆
（局）乳糖水和物 10g 16.80 乳糖

◆ね◆
日本全薬工業 250mL 224.00

文永堂製薬 10g 13.00

共立製薬 250mL 199.00

共立製薬 20Ｌ 12,539.00  

◆は◆
日本全薬工業 250mL 213.00

（局）ハッカ油 1mL 8.30 薄荷油

北都製薬 10g 32.00

田村製薬 10g 88.00

Meiji Seika
ファルマ

10g 9.00

理研畜産化薬 10g 15.00

◆ひ◆
東亜薬品 10g 17.00

東亜薬品 10g 8.00

東亜薬品 10g 87.00

ビコザマイシン散 50mg（力価）1g 31.00

バクテロン散5％ 住化エンバイロメン
タルサイエンス

　

理研畜産化薬 10g 13.00

パンカルＧ散

パンスターゼ

ビオエンチ

動物用ビオスリー

ビオペア

ビスキノン末

ネオトルラー80

ネオルノーゲン

ネオルノーゲン

ハイクインコール

パーロンＫ

パンカルＧ

畜救散

トルトラズリル

トルラミン

豚用速効散

ナトキン－L

ネオクインコール



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

内外製薬 10g 23.00

（局）ヒマシ油 10mL 11.70

◆ふ◆
（局）ブドウ糖 10g 7.40

フルニキシンメグルミン 8.3％1g 161.00

バナミンペースト インターベット

フジタ製薬 20mg/mL 6.00

フジタ製薬 50mg/mL 13.00

フジタ製薬 100mg/mL 25.00

◆へ◆
日本全薬工業 10g 32.00

理研畜産化薬 10g 13.00 　

◆ほ◆
理研畜産化薬 250mL 366.00 　

ホスホマイシンカルシウム散 400mg（力価）1g 74.00

ホスミシン細粒40％ Meiji Seika
ファルマ

　

日本全薬工業 10g 11.00

日本全薬工業 10g 9.00

（局）ホミカエキス散 1g 7.20

フジタ製薬 10g 35.00

◆ま◆
マグコンゾール 日本全薬工業 250mL 261.00

◆み◆
ミヤリサン製薬 10g 37.00

ミヤリサン製薬 10g 34.00

◆め◆
メトクロプラミド散 15.35mg1g 14.00

テルペラン経口用 あすかアニマルヘ
ルス

　

プリンペラン経口用 住化エンバイロメン
タルサイエンス

　

◆も◆
モーサン フジタ製薬 10g 8.00

◆や◆
（局）薬用炭 1g 8.30 木炭末

◆よ◆

ポーゲン

ホニプロン末

ボビノン

ポンテ散

獣医用宮入菌末

動物用ミヤリサン

ビフクリーンＮ

フロルフェニコール液2％「フジタ」

フロルフェニコール液5％「フジタ」

フロルフェニコール液10％「フジタ」

ベリノール末Ａ

ベルパリン末



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

（局）ヨウ化カリウム 1g 7.20

◆り◆
共立製薬 10g 12.00

硫酸ゲンタマイシン散 50mg（力価）3.0g 233.00

動物用ゲンタリン細粒 住化エンバイロメン
タルサイエンス

　

硫酸コリスチン散 20mg（力価）1g 15.00

硫酸コリスチン2％可溶散明治 科学飼料研究所 　

硫酸ストレプトマイシン散 60mg（力価）1g 5.00

ストマイ顆粒 日本全薬工業 　

（局）硫酸マグネシウム水和物 10g 7.20 硫苦、硫酸マグ
ネシウム

（局）リン酸水素カルシウム水和物 10g 13.90 第２リン酸カルシ
ウム、沈殿リン酸
カルシウム、リン
酸水素カルシウ
ム

リン酸チルミコシン液 250mg（力価）1mLV 52.00

ミコラル経口液 日本全薬工業 　

◆る◆

日本全薬工業 10mL 118.00

リゾストン

ルミノン液



第３部　外用薬

製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考

◆あ◆
（局）亜鉛華軟膏 10g 19.00 酸化亜鉛軟膏

（局）アクリノール水和物 1g 57.80 乳酸エタクリジ
ン、アクリノール

フジタ製薬 10g 21.00

（局）アドレナリン液 0.1％1mL 8.00 塩酸エピフリン
液、塩酸エピレ
ナミン液、エピネ
フリン液

共立製薬 10g 14.00

（局）アンモニア水 10mL 3.00

◆い◆
（局）イオウ 10g 11.70 昇華イオウ、精

製イオウ、沈殿
イオウ

（局）イクタモール 10g 36.00

◆え◆
（局）液状フェノール 10mL 11.90 液状石灰酸

（局）エタノール 10mL 16.90 アルコール

理研畜産化薬 10g 22.00

（局）エーテル 10mL 28.40

北都製薬 10g 43.00

（局）塩化ナトリウム 10g 5.00 食塩

（局）塩酸 10mL 8.40

◆お◆
（局）黄色ワセリン 10g 8.30 ワセリン

（局）オキシドール 10mL 7.40 過酸化水素水

（局）オリブ油 10mL 16.80

◆か◆
（局）過マンガン酸カリウム 10g 17.90

カンフル精 10mL 19.10

日本全薬工業 10g 24.00

日本全薬工業 10mL 28.00

◆き◆
（局）希ヨードチンキ 10mL 12.00

カンメルパスタ

カンメルブルー（L）

品名

アダーガード

アンドレス軟膏

エチール軟膏

Ｆ・Ｒ・パスタ



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

◆く◆
クラーゲンネオ フジタ製薬 10g 15.00

（局）グリセリン 10mL 9.60 グリセノール

◆さ◆
（局）酢酸 10mL 3.20

酢酸鉛 10g 26.50 鉛糖

（局）サリチル酸メチル 1mL 5.80

（局）酸化亜鉛 10g 21.70 亜鉛華

◆し◆
理研畜産化薬 10mL 20.00

（局）次没食子酸ビスマス 1g 13.30 デルマトール

（局）硝酸銀 1g 197.60

（局）消毒用エタノール 10mL 15.60 消毒用アルコー
ル

日本全薬工業 10g 37.00

（局）親水クリーム 10g 12.00 親水軟膏

（局）親水ワセリン 10g 21.50

◆す◆
（局）水酸化カリウム 10g 11.60 苛性カリ

◆た◆
（局）タルク 10g 8.00

（局）単軟膏 10g 26.80

（局）タンニン酸 1g 11.30

◆ち◆
（局）チアントール 10g 28.80

（局）チンク油 10g 10.10

◆て◆
日本全薬工業 10g 103.00

◆な◆
ナナフロシン外用剤 0.1mg(力価）1mL 19.00

ナナオマイシン油剤あすか あすかアニマルヘ
ルス

　

◆に◆
（局）尿素 10g 7.60

◆ね◆

シーサンイチ合剤

真菌用軟膏ＮＺ

蹄病軟膏ＮＺ



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

ネオサルセリン フジタ製薬 10g 51.00

◆は◆
（局）白色ワセリン 10g 9.20

北都製薬 10g 21.00

◆ひ◆
(局）ピロカルピン塩酸塩 1g 1,158.80 塩酸ピロカルピ

ン

◆ふ◆
（局）フェノール 10mL 11.70

（局）複方ヨード・グリセリン 10mL 13.50 ルゴール

◆ほ◆
（局）ホウ酸 10g 10.10

ポピドンヨード液 2％50mL 98.00

動物用イソジン液 Meiji Seika
ファルマ

　

動物用ネオヨジン液 岩城製薬 　

ＰＶＰヨード液L（フジタ） フジタ製薬 　

◆ま◆
（局）麻酔用エーテル 1mL 9.40

◆め◆
（局）滅菌精製水 10mL 3.20

◆も◆
モクタール 10g 24.40

◆や◆
（局）薬用石ケン 10g 56.00

◆よ◆
（局）ヨウ素 1g 7.50 ヨード

（局）ヨードチンキ 10mL 12.70

科学飼料研究所 6g100mL 140.00

◆ら◆
北都製薬 10g 9.00

北都製薬 10g 12.00

◆り◆
（局）硫酸亜鉛水和物 10g 8.90 硫酸亜鉛

（局）硫酸アルミニウムカリウム水和物 10g 9.90 ミョウバン、硫酸
アルミニウムカリ
ウム

ライツパスタ

ライツパスタＣ

動物用パスタノーゲン「ホクト」

動物用ヨーチン・SFL



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

（局）流動パラフィン 10mL 9.30

◆れ◆
レスモナ 理研畜産化薬 10g 41.00



第４部　注入・挿入薬

　

製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考

◆あ◆
アンピシリン子宮注入剤 500mg（力価） 1組 456.00

子宮注入用アンピシリン「KS」 共立製薬 　

◆え◆
エリスロマイシン油性乳房注入剤 300mg（力価） 1本 260.00

ガーディアンL フジタ製薬 　

ガーディアンＣL フジタ製薬 　

450mg（力価） 1本 139.00

オキシテトラサイクリン乳房炎用
液ＮＺ

日本全薬工業 　

500mg（力価） 1錠 146.00

ＣＴＣ子宮内タブレット「ＳＰ」 インターベット 　

10mL 456.00

ピルスー ゾエティス・ジャパン

◆し◆
200mg(力価)１本 156.00

泌乳期用ジクロキサシリンジ 共立製薬

200mg（力価） 1組 262.00

ホーミングＤＸ 理研畜産化薬 　

500mg（力価） 1本 227.00

乾乳期用ジクロキサシリンジ 共立製薬 　

◆せ◆
セファゾリン油性乳房注入剤 150mg（力価） 1容器 174.00

セファゾリンL「フジタ」 フジタ製薬 　

セファゾリンLＣ「KS」 共立製薬 　

セファメジンＱＲ 日本全薬工業 　

セファゾリン油性乳房注入剤 150mg（力価） 1容器 209.00

セファメジンZ 日本全薬工業 　

セファゾリン油性乳房注入剤 250mg（力価） 1容器 267.00

セファゾリンＤ「フジタ」 フジタ製薬  

ジクロキサシリンナトリウム油性乳房
注入剤

品名

塩酸オキシテトラサイクリン乳房注
入剤

塩酸クロルテトラサイクリン子宮挿入
剤

塩酸ピルリマイシン乳房注入剤

ジクロキサシリンナトリウム油性乳房
注入剤

ジクロキサシリンナトリウム
油性乳房注入剤（乳化発泡剤）



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

セファゾリンＤＣ「KS」 共立製薬  

セファメジンＤＣ 日本全薬工業  

セファゾリン油性乳房注入剤 450mg（力価） 1容器 535.00

セファゾリン３L「フジタ」 フジタ製薬 　

セファメジンＳ 日本全薬工業 　

200mg（力価） 1容器 240.00

ＫＰラック－５Ｇ ゾエティス・ジャパン 　

セファピリンL「フジタ」 フジタ製薬

300mg（力価） 1容器 329.00

ＫＰドライ－５Ｇ ゾエティス・ジャパン 　

セファロニウム油性乳房注入剤 250mg（力価） 1容器 309.00

乾乳期用セファロニウム－Ｄ フジタ製薬 　

乾乳期用セプラビン ナガセ医薬品 　

セファロニウムＤ「フジタ」 フジタ製薬 　

セフロキシム油性乳房注入剤 250mg（力価） 1容器 213.00

泌乳期用スペクトラゾール ナガセ医薬品 　

泌乳期用セフロキシム－Ｍ フジタ製薬 　

セフロキシムL「フジタ」 フジタ製薬 　

◆へ◆
PC・G30万単位
KM300mg
(力価） 1本

223.00

カナマスチンディスポ Meiji Seika
ファルマ

　

タイニーＰＫ フジタ製薬 　

PC・G20万単位
DSM200mg（力価） 1
組

489.00

内膜炎用ネオポリシダールＡ 日本全薬工業

PC・G40万単位
DSM400mg（力価） 1
組

557.00

子宮内膜炎用ホーミングマイシン 理研畜産化薬 　

PC・G30万単位DSM
300mg（力価） 1容器

101.00

ニューサルマイＳ 日本全薬工業 　

マストップ・L 共立製薬 　

セファピリンナトリウム油性乳房注入
剤

セファピリンベンザチン油性乳房注
入剤

ベンジルペニシリンプロカイン・
硫酸カナマイシン油性乳房注入剤

ベンジルペニシリンプロカイン・硫
酸ジヒドロストレプトマイシン子宮注
入剤

ベンジルペニシリンプロカイン・硫
酸ジヒドロストレプトマイシン油性子
宮注入剤

ベンジルペニシリンプロカイン・硫
酸ジヒドロストレプトマイシン油性乳
房注入剤



製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考品名

リケプロマイシンＰＤ 理研畜産化薬 　

PC・G30万単位DSM
300mg（力価） 1組

267.00

ホーミングＭＣ 理研畜産化薬

PC・G30万単位FM
300mg（力価） 1本

117.00

ハイポリＳ 日本全薬工業

PC・G100万単位DSM
1g（力価） 1容器

245.00

乾乳用軟膏Ａ 日本全薬工業

PC・G100万単位
DSM1g　（力価）1容器

440.00

乾乳用ホーミングＤＣ 理研畜産化薬 　

◆ま◆
マストリチン 共立製薬 10mL 921.00

ベンジルペニシリンプロカイン・硫
酸ジヒドロストレプトマイシン油性乳
房注入剤

ベンジルペニシリンプロカイン・硫
酸ジヒドロストレプトマイシン油性乳
房注入剤
（乳化発泡剤）

ベンジルペニシリンプロカイン・硫
酸ジヒドロストレプトマイシン油性乳
房注入剤（乳化発泡剤）

ベンジルペニシリンプロカイン・
硫酸フラジオマイシン油性乳房注
入剤
（エアゾール剤）



第５部　その他

　

製造販売会社名 規　格・単　位 薬価（円） 備考

注射薬
1,000mL1Ｖ(PB) 324.00

等張糖加乳酸リンゲル液「KS」 共立製薬  

共立製薬 1mLＶ 24.00

注入・挿入薬

500mg（力価） 5g 1本 243.00

カヤテン・Ｄ 共立製薬

（平成２７年１２月３１日まで適用）

品名

等張糖加乳酸リンゲル液

ビタフラル-マルチ

ナフシリンナトリウムモノハイドレート油性
乳房注入剤


