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資料６－１

家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び価格

の算定方法並びに収載する医薬品の考え方について（案）

家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び価格

の算定方法並びに収載する医薬品については、それぞれ次の１から３まで

に掲げるものとし、平成２２年４月１日から適用する。

１ 収載できる医薬品の基準

（１）牛、馬又は種豚に対して、治療のために用いる医薬品であること。

（２）家畜共済診療点数表に、薬価基準表に基づく増点規定のある次の種

別で使用される医薬品であること。

ア 薬治

イ 注射

ウ 投薬

エ 膀胱内薬剤注入

オ 罨法
あんぽう

カ 塗布又は塗擦

キ 気管内薬剤噴霧

ク 子宮内薬剤注入

ケ 乳房内薬剤注入

コ 開胸

サ 開腹

シ 難産介助

ス 胎盤停滞除去

セ 麻酔術
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（３）平成２１年１２月３１日までに、薬事法（昭和３５年法律第１４５

号）第１４条第１項の規定による製造販売の承認を受けた医薬品で

あること。

（４）次の医薬品は除外する。

ア 畜主が自ら応用するのを常態とするもの

イ 疾病予防薬及び寄生虫（原虫及び糸状虫を除く。）駆除薬

ウ 同一薬効医薬品中著しく割高なもの

エ 主として小動物（犬、猫、鶏等）及び魚に対して用いる医薬品

オ 主として人に対して用いる医薬品

カ 薬事法第７０条第１項の規定に基づき、厚生労働大臣又は都道府

県知事が行う廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止す

るための措置命令の対象となる医薬品であって、収載することが

不適当と認められるもの

２ 価格の算定方法

（１）厚生労働大臣が定める「使用薬剤の薬価（薬価基準）」に収載され

ている医薬品

当該薬価基準による薬価とする。

（２）（１）以外の医薬品

ア 「平成２１年度病傷給付適正化のための家畜診療実態調査」（平成

２１年７月１７日付け２１経営第１７９５号農林水産省経営局保険

監理官通知）における医薬品購入実態調査（以下「医薬品調査」と

いう。）の結果、購入施設数が５か所以上である医薬品

当該医薬品の購入価格の９０％バルクライン価格とする。

イ 医薬品調査による購入施設数が２か所以上４か所以下である医薬品

当該医薬品の平均購入価格に、アに該当する医薬品ごとの平均購入
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価格に対する９０％バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗

じて得た額に相当する価格とする。

ただし、アに該当する医薬品が３品目以上である会社の医薬品につ

いては、上記の平均して得た値に代えて当該会社の医薬品ごとの平

均購入価格に対する９０％バルクライン価格の割合を平均して得た

値を乗じて得た額に相当する価格とする。

ウ 医薬品調査による購入施設数が１か所である医薬品又は購入実績の

ない医薬品

「家畜共済診療点数表付表薬価基準表収載希望医薬品のとりまとめ

について」(平成２１年６月８日付け２１経営第１０００号農林水産

省経営局長通知）に基づき申請された獣医師向け価格に、アに該当

する医薬品ごとの獣医師向け価格に対する９０％バルクライン価格

の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

ただし、アに該当する医薬品が３品目以上である会社の医薬品に

ついては、上記の平均して得た値に代えて当該会社の医薬品ごとの

獣医師向け価格に対する９０％バルクライン価格の割合を平均して

得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

（注1） 包装単位が複数ある医薬品は、医薬品調査で最も購入箇所数の多

い包装単位により薬価を算定する。

また、成分が同一の医薬品の薬価については、（２）のアからウ

までの算定方法による算定の結果、規格・単位間で不均衡が生じな

いよう是正を図ることとする。

３ 収載する医薬品

１の収載できる医薬品の基準に基づき、家畜共済診療点数表付表薬価

基準表に収載する医薬品は、別添のとおりとする。



１．注射薬
　　　　　　　　　　(別添）

規　格・単　位

（局）アスコルビン酸注射液 2,500mg10mL1A

アスコルビン酸注射液 2,500mg10mL1A

動物用25％ビタミンＣ注ＮＺ

アスポキシシリン注射液 50mg(力価)1V

タナロキシン注  

（局）アドレナリン注射液 0.1％1mL1A
アポオキソカンファー注射液 0.5％10mL1A

オキソカンファー注射液「理研」  

アミノエチルスルホン酸注射液 5%50mL1A

タウリン注射液5％

アモキシシリン油性懸濁注射液 150mg(力価）1mL1Ｖ

アモスタックLＡ注 　

20%10mL1Ａ

20％アンナカ注

アンピシリン注射液 50mg(力価)１ｍL1Ｖ

ビクシリンゾル - 5％明治 　

アンピシリン注射液 150mg(力価）1mL1Ｖ

アンピシリンゾル　15％「KSK」 　

ノロブリチン注射液 　

ビクシリンゾル - 15％明治 　

水性懸濁アンピシリン注「明治」 　

アンピシリン注射液 200mg(力価）1mL1Ｖ

水性アンピシリン注　「KSK」 　

アンピシリン注射液NZ 　

アンピシリンゾル　20％「KSK」 　

ビクシリンゾル - 20％明治 　

注射用アンピシリンナトリウム 3g(力価）1Ｖ

注射用アンピシリンNa「KSK」 　

注射用アンピシリンナトリウムNZ 　

注射用ビクシリン 　

注射用アンピシリンナトリウム 4g（力価）1Ｖ

品名

安息香酸ナトリウムカフェイン注射液
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アンピシリンナトリウム注「フジタ」 　

注射用ビクシリン 　

注射用アンピシリンナトリウム 5g（力価）1Ｖ

アンピシリンナトリウム注「フジタ」 　

注射用アンピシリンNa「KSK」 　

注射用アンピシリンナトリウムNZ 　

注射用アンピシリンナトリウム 6g（力価）1Ｖ

注射用ビクシリン 　

4g（力価）1Ｖ
注射用べテシリン

6g（力価）1Ｖ
インタゲン

8g（力価）1Ｖ

注射用べテシリン

40単位 1mL1Ｖ

インフェゾール－V注射液 500mL1Ｖ

1％10mL1Ｖ

ウルソＶ注射液1000

ウルソデオキシコール酸注射液 2.4％20mL1Ｖ

ウルソデスオキシコール酸注2.4％「フ
ジタ」

　

2.4% 50mL1V

ウルソデスオキシコール酸注2.4％「フ
ジタ」

2.5% 10mL1Ｖ

ウルソH注射液

ウルソデオキシコール酸　「文永堂」　-
静注 -

　

2.5% 20mL1Ｖ

UDCA注射液「ＫSＫ」 　

10％10mL1Ｖ

ウルソデスオキシコール酸注10％「フ
ジタ」

　

エクツエマリン 10mL1V

2mg1mL1Ｖ

2mg1mL1Ｖ

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

（局）インスリン亜鉛水性懸濁注射液

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

アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウ

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

(局)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

エストラジオール安息香酸エステル注射
液
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エストラジオール注「KSK」 　

動物用オバホルモン注 　

動物用ギナンドール 　

エストリオール注射液 5mg 1mL1Ｖ

動物用ホーリン50 　

エチプロストントロメタミン注射液 2.5mg1mL1Ｖ

プロスタベットＣ 　

1mL1Ｖ

エリスロマイシン注射液 50mg(力価）1mL1Ｖ

エリスロマイシン注50  

塩化ベタネコール注射液 0.25％10mL1Ａ

ベサネコール注ＮＺ 　

塩酸オキシテトラサイクリン注射液 50mg（力価）１mL1Ｖ

オキシテトラサイクリン注ＮＺ 　

OTC注「KSK」 　

テトラジン 　

塩酸オキシテトラサイクリン注射液 100mg（力価）１mL1Ｖ

エンゲマイシン10％注射液 　

ＯＴＣ注10％　「フジタ」 　

塩酸クレンブテロール注射液 0.03mg1mL1Ｖ

プラニパート 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 100mg 5%500mL1Ｖ

ビタミンＢ1加ブドウ糖Ｖ注射液5％ 　

動物用ビタミンＢ1加ブドウ糖注5％
「KSK」

　

5％ブドウ糖ビタミンＢ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 200mg 5%1,000mL1Ｖ

ビタミンＢ1加ブドウ糖Ｖ注射液5％ 　

動物用ビタミンＢ1加ブドウ糖注5％
「KSK」

　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 10mg 10%50mL1Ａ

10％ブドウ糖ビタミンＢ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 100mg 10%500mL1V

10％ブドウ糖ビタミンＢ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 10mg 25%50mL1Ａ

ＡＤ3Ｅ注「文永堂」
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25％ブドウ糖ビタミンＢ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 20mg 25%100mL1Ａ

25％ブドウ糖ビタミンＢ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 25mg 25%100mL1Ａ

理研25％ブドウ糖Ｂ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 100mg 25%500mL1Ｖ

ビタミンＢ1加ブドウ糖Ｖ注射液25％ 　

動物用ビタミンＢ1加ブドウ糖注25％
「KSK」

　

25％ブドウ糖ビタミンＢ1注射液 　

ビタミンＢ1加ブドウ糖注25％「フジタ」 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 125mg 25%500mL1Ｖ

理研25％ブドウ糖Ｂ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 200mg 25%1,000mL1Ｖ

ビタミンＢ1加ブドウ糖Ｖ注射液25％ 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 100mg 40%500mL1Ｖ

ビタミンＢ1加ブドウ糖Ｖ注射液40％ 　

ビタミンＢ1加ブドウ糖注40％「フジタ」 　

40％ブドウ糖ビタミンＢ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 10mg 50%50mL1Ａ

50％ブドウ糖ビタミンＢ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 12.5mg 50%50mL1Ａ

理研50％ブドウ糖Ｂ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 20mg 50%100mL1Ａ(Ｖ）

50％ブドウ糖ビタミンＢ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 25mg 50%100mL1Ａ

理研50％ブドウ糖Ｂ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 100mg 50%500mL1Ｖ

ビタミンＢ1加ブドウ糖Ｖ注射液50％ 　

50％ブドウ糖ビタミンＢ1注射液 　

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 125mg 50%500mL1Ｖ

理研50％ブドウ糖Ｂ1注射液 　

塩酸チアミン加リンゲル注射液 50mg500mL1Ｖ

ビタミンＢ1加リンゲル液 　

ビタミンＢ1加リンゲルＶ注射液 　
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塩酸チアミン加リンゲル注射液 100mg1,000mL1Ｖ

ビタミンＢ1加リンゲル液 　

ビタミンＢ1加リンゲルＶ注射液 　

塩酸チアミンＢ12注ヤマイチ 50mL1Ａ

塩酸メトクロプラミド注射液 50mg 10mL1Ａ（Ｖ）

動物用テルペラン注 　

プリンペラン注 　

プリンペラン筋注用 　

塩酸メトクロプラミド注射液 100mg 10mL1Ｖ

動物用メトクロ注10　「KSK」 　

塩酸リンコマイシン注射液 100mg(力価)1mL1Ｖ

動物用リンコシン注射液　100mg 　

リンコマイシン注100　「フジタ」 　

塩酸リンコマイシン注射液 300mg(力価)1mL1Ｖ

動物用リンコシン注射液　300mg 　

10mL1Ｖ

エンロフロキサシン注射液 5％1mL1Ｖ

バイトリル5％注射液 　

エンロフロキサシン注射液 10%1mL1Ｖ

バイトリル10％注射液

バイトリルワンショット注射液 　

オキシテトラサイクリン注射液 50mg(力価)1mL1Ｖ

動物用ユナシリン注  

200mg(力価)1mL1Ｖ

アラマイシンLＡ注射液  

オキテラ注・LＡ200  

テラマイシン・LＡ注射液  

ビバトップ  

（局）オキシトシン注射液 50単位5mL1Ａ

オキシトシン注射液 50単位5mL1Ａ

動物用アトニン－Ｏ  

動物用オキシトシン注射液ＤＳＰ  

動物用ヒントシン－Ｏ  

ポストンエス  

動物用エンドコール注

オキシテトラサイクリン注射液
(持続化製剤)
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50mL1A

100mL1A

300mL1A

5mL

オルビフロキサシン注射液 50mg1mL1Ｖ

ビクタス注射液5％  

メイビックス注射液5％  

カナマイシン硫酸塩 100mg（力価）1Ｖ

注射用硫酸カナマイシン明治  

カルベトシン注射液 50μg1mL1Ｖ

オキカルマイルド  

果糖加ブドウ糖Ｖ注射液25％ 500mL1Ｖ

（局）果糖注射液 5%500mL1Ｖ

（局）果糖注射液 5%1,000mL1Ｖ

レボーゼー5％  

500mL1Ｖ

250mL1Ｖ

500mL1Ｖ

250mL1Ｖ

500mL1Ｖ

キシラジン注射液 2％1mL1Ｖ

エマサス2％注射液  

スキルペン2％注射液  

セデラック2％注射液  

セラクタール2％注射液  

キシリトール注射液 10%500mL1Ｖ

キシリット注10％  

キシリトール注射液 25%500mL1Ｖ

キシリット注25％  

キシリット注25％「KSK」  

キシリット注25％「フジタ」  

キシリトール注射液 25%1,000mL1Ｖ

キシリット注25％  

キシリット注25％「KSK」  

カルマデックス注

オスカリンＳ

オスカリンＳ

オスカリンＳ

カルマデックス注

オバプロンデポ

カルコンＳ注ヤマイチ

カルシドン

カルシドン
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キモトリプシン注射液 5,000単位１Ａ

動物用キモチーム　5,000単位  

キモトリプシンＮＺ  

キモトリプシン注射液 10,000単位１Ａ

キモトリプシン－10,000  

キモトリプシン注射液 25,000単位１Ａ（Ｖ)

動物用キモチーム　25,000単位  

キモトリプシン－25  

100mL1Ｖ

500mL1Ｖ

50mL1Ａ

500mL1Ｖ

グルコン酸カルシウム注射液 20%100mL1Ａ

グルカ注20％

グルコン酸カルシウム注射液 20%250mL1Ｖ

カルシクス

グルコン酸カルシウム注射液 20%500mL1Ｖ

カルシクス

グルカ注20％  

グルコン酸カルシウム注射液 20%800mL1Ｖ

グルカ注20％

クロプロステノール注射液 0.5mg2mL１A（１V1S)

エストラメイト  

クロプロステノールＣ  

クロプロ（フジ）２６３  

レジプロン－Ｃ  

ゼノアジンＣ注射液  

d-クロプロステノール注射液 0.０75㎎1mL1Ｖ

ダルマジン

（局）クロルプロマジン塩酸塩注射液 1％5mL1Ａ

100mL1Ｖ

20mL1Ｖ

100mL1Ｖ

（局）血清性性腺刺激ホルモン 1,000単位1Ａ

強力カルコン－Ｓ注ヤマイチ

Ｋチオニン注Ｍ

強力ハイチオニン注射液ヤマイチ

強力ＯＳＭ

Ｋチオニン注Ｃ

強力ハイチオニン注射液ヤマイチ

Ｋチオニン注Ｃ
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血清性性腺刺激ホルモン 1,000単位1Ａ

セラルモン1000

動物用セロトロピン  

動物用ＰＭＳ1,000単位  

動物用ピーメックス1,000単位  

500mL1Ｖ

500mL1V

1,000mL1V

1,000mL1V

コレカルシフェロール注射液 100万単位1mL1Ｖ

オスビタン－1000

オスビタン・Ｓ  

デュファフラルＤ3－1000  

ビタレラＤ3注  

コンドロイチンＤ3注 1mL1Ｖ

酢酸ヒドロキソコバラミン注射液 2mg10mL１Ａ

ハイコバラ  

ヤマーレット注  

酢酸フェルチレリン注射液 50μg 1mL1Ｖ

コンサルタン注射液  

コンセラール注射液

スポルネン・注  

ゼノフェル注射液  

バスピッチ  

フェルチレリン注「フジタ」  

ボンサーク注  

酢酸フェルチレリン注射液 100μg 2mL1Ａ

アポックス  

コンセラール注射液  

スポルネン・注  

ゼノフェル注射液  

酢酸フェルチレリン注射液 100μg 2mL1S

フェルチレリン注「フジタ」  

酢酸フェルチレリン注射液 200μg4mL1Ａ

ケトプレックス

高張食塩注「KSK」

高張食塩Ｖ注射液

高張食塩Ｖ注射液
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コンセラール注射液  

スポルネン・注  

ゼノフェル注射液  

酢酸ブセレリン注射液 4.2μg 1mL1Ｖ

動物用イトレリン注射液  

エストマール注  

酢酸リンゲルーV注射液 500mL1V

酢酸リンゲルーV注射液 1000mL1V

100mL1Ａ(Ｖ)

5％50mL1Ａ

ザルソグロ糖注  

ザルソブロカ糖注　5％「KSK」  

5％100mL1Ａ(Ｖ）

ザルソグロ糖注  

ザルソブロカ糖注ＮＺ  

ザルソブロカ糖注　5％「KSK」  

ジノプロスト注射液 2mg 1mL1Ｖ

パナセラン・Ｆ液  

ジノプロスト注射液 5mg 1mL1Ｖ

パナセラン・Ｈｉ  

動物用プロナルゴンＦ注射液  

ジミナゼン 1g 1Ｖ

ガナゼック  

臭化プリフィニウム注射液 75mg10mL１Ａ

パドリン注  

500mL1Ｖ

10mL1Ｖ

（局）スルピリン注射液 40% 5mL 1Ａ

スルピリン注射液 40% 5mL 1Ａ

動物用40％スルピリン注  

（局）スルピリン注射液 40％10mL１Ａ（Ｖ)

スルピリン注射液 40％10mL１Ａ（Ｖ)

動物用40％スルピリン注  

サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブド
ウ糖注射液

サノリン

シングロン注

サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブド
ウ糖注射液

スパドリン注
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動物用スルピリン注40％「KSK」  

スルファジメトキシン注射液 10％100mL１Ａ（Ｖ)

10％サルトキシン注  

ジメトキシン注ＮＺ  

ジメトキシン注「KSK」  

スルファジメトキシン注射液 20%100mL1Ｖ

アプシード注20％

ジメトキシン20％注「文永堂」  

スルファモノメトキシン注射液 10%100mL1Ｖ

ダイメトン注  

スルファモノメトキシン注射液 20%100mL1Ｖ

ダイメトンＢ注20％

（局）生理食塩液 20mL1Ａ

（局）生理食塩液 500mL1Ｖ

フィシザルツ

（局）生理食塩液 1,000mL1Ｖ

フィシザルツ  

生理食塩液 1,000mL1Ｖ

動物用生食Ｖ注射液

1mL1Ｖ

セファゾリンナトリウム注射液 1g（力価）1Ｖ

セファゾリン注「フジタ」  

動物用セファゾリン注「明治」  

セファゾリンナトリウム注射液 2g（力価）1Ｖ

動物用セファゾリン注「明治」  

セファゾリンナトリウム注射液 3g（力価）1Ｖ

セファゾリン注「フジタ」  

動物用セファゾリン注「明治」  

セファメジン注「動物用」

セファゾリンナトリウム注射液 4g（力価）1Ｖ

セファゾリン注「フジタ」  

セフチオフルナトリウム注射液 1g（力価）

エクセネル注  

セフチオフルナトリウム注射液 4g（力価）

ゼノビタンＡＤ３Ｅ注
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エクセネル注  

前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 10AU 1Ａ

アントリン・10  

前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 20AU 1Ａ

アントリン・20  

前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 40AU 1Ａ

アントリン・40  

1mL1V

500mL1Ｖ

1000mL1Ｖ

100mL1V

タイロシン注射液 2,000mg（力価）10mL1Ｖ

動物用タイラン200注射液  

タイロシン注200「KSK」

タイロシン注200「ＳＰ」  

20mL1Ｖ

100mL1Ｖ

50mL1Ａ

100mL1Ｖ

50mL1Ａ

炭酸水素ナトリウム注射液 1.35%500mL1Ｖ

等張重曹注

炭酸水素ナトリウム注射液 7％100mL1Ａ

ジュソー注ヤマイチ  

炭酸水素ナトリウム注射液 7％500mL1Ａ(Ｖ）

重曹注  

7％重曹注「KSK」  

ジュソー注ヤマイチ  

20mL1V

100mL1V

チアミンジスルフィド注射液 50mg20mL１Ａ

ヤマナミン50注ヤマイチ  

チアミンジスルフィド注射液 100mg20mL1Ａ

ヤマナミン100注ヤマイチ  

ダイサクサン

ダイサクサン

ダンプロン

タウチゲン注

ダイナビタンＫ注射液

タウチゲン注

タウリゲン

タウロイチン注ヤマイチ

タウリゲン

ソムノペンチル

ダンプロン
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チアミンジスルフィド注射液 500mg20mL1Ｖ

ネオバイタミンＨ  

チアムリン注射液 200mg（力価）1mL1Ｖ

タイアムチン注射液  

チアンフェニコール注射液 250mg1mL1Ｖ

ネオマイゾン注射液  

500mL1V

チオプロニン注射液 5%100mL1Ｖ

動物用チオラ注射液

（局）注射用水 20mL1Ａ

注射用水 20mL1Ａ

エクセネル注用注射用水

チルミコシン注射液 300mg（力価）1mL1Ｖ

ミコチル300注射液  

デキサメタゾン懸濁注射液 1mg1mL1Ｖ

デキサゾン注  

デキサメサゾン注「KSK」  

デキサメサゾン懸濁注「タムラ」  

デキサメサゾン注「文永堂」  

ユーバレス  

デキサメタゾン注射液 1mg1mL1Ｖ

水性デキサメサゾン注Ａ  

1mL1Ｖ

1mL1Ｖ

500mL1Ｖ

等張糖加リンゲル液「KSK」  

等張リンゲル糖－Ｖ注射液  

1,000mL1Ｖ

等張糖加リンゲル液「KSK」  

等張リンゲル糖－Ｖ注射液  

500mL1Ｖ

等張ハルゼン糖－Ｖ注射液  

1,000mL1Ｖ

等張ハルゼン糖－Ｖ注射液  

等張糖加乳酸リンゲル液

等張糖加乳酸リンゲル液

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

等張糖加リンゲル液

等張糖加リンゲル液
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等張糖加乳酸リンゲル液「KSK」  

1mL1Ｖ

トコフェロール注射液 50mg1mL1Ｖ

ビタミンイー注  

50mL1Ａ

100mL1Ａ

トラネキサム酸注射液 5％10mL1Ｖ

トラムリン注  

バソラミン注  

100mL1Ｖ

250mL1Ｖ

500mL1Ｖ

500mL1Ｖ

500mL1Ｖ

500mL1Ｖ

500mL1Ｖ

10mL

10mL

100mL1Ｖ

100mL1Ａ（Ｖ）

10mL1Ａ

20mL1Ａ

0.05％10mL1Ａ

0.05％10mL1Ａ

動物用パラスチミン  

動物用ワゴスミン  

100mL1Ｖ

100mL1Ｖ

50mL1Ａ

500mL1Ｖ

330単位1mL1Ｖ

破傷風血清

20mL1Ｖ

ネオサノリン

ネオスズビタ注ヤマイチ

ネオスズビタ注ヤマイチ

破傷風血清

ネオニューリン注

ネオヘキサメチオニン

ハイチオニン注射液ヤマイチ

ハイチオニン注射液ヤマイチ

ネオアスＰ

ネオグリセロ注

ニューグロン

ニューグロン

ニューグロン・Ｓ

ニューグロンプラス

乳酸リンゲル液「KSK」

トップカルシウム注ヤマイチ

ニューグロン

ニューボロカールA

ネオアス注射液

ドウペン

トップカルシウム注ヤマイチ

（局）ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液

ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液

パパリンデイ注
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500mL1Ｖ

1,000mL1Ｖ

500mL1Ｖ

1,000mL1Ｖ

100mL1Ｖ

20mL1Ｖ

100mL1Ｖ

パンテチン注射液 10％20mL1Ａ

イプコン注10％  

パンテチン注射液 20%50mL1Ｖ

イプコン注20％  

ヒアルロン酸ナトリウム注射液 4mL1Ｖ

ハイオネート  

10mL1Ｖ

500mL1Ｖ

1mL1Ｖ

5mL1Ａ

1mL1Ｖ

（局）ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 1,500単位1Ａ

ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 1,500単位1Ａ

ゲストロン1500  

動物用プベローゲン　1,500単位  

（局）ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 3,000単位1Ａ

ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 3,000単位1Ａ

ゲストロン  3000  

動物用ゴナトロピン　  3000  

動物用コリホルモン　 3,000単位  

動物用プベローゲン　3,000単位  

（局）ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 5,000単位1Ａ

ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 5,000単位1Ａ

ゲストロン  5000  

動物用ゴナトロピン　  5000  

ハルゼン－Ｖ注射液

ハルゼン－Ｖ注射液

ハル糖－Ｖ注射液

ハル糖－Ｖ注射液

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

ビタロング注

ビタロング・フォルテ
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動物用プベローゲン　5,000単位  

（局）ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 6,000単位1Ａ

ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 6,000単位1Ａ

動物用コリホルモン　6,000単位  

（局）ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 10,000単位 1Ａ

ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 10,000単位 1Ａ

ゲストロン  10000  

動物用ゴナトロピン　  10000  

動物用コリホルモン　 10,000単位  

ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 10,000単位 1Ｖ

油性コリホルモン　 10,000単位  

100mL1Ｖ

50mL1Ａ

100mL1Ａ

フィトナジオン注射液 50mg10mL1Ａ

ビタミンＫ1注  

10mL1Ａ（Ｖ)

（局）ブドウ糖注射液 5％ 50mL1Ｖ

（局）ブドウ糖注射液 5％ 100mL1Ｖ

（局）ブドウ糖注射液 5％ 250mL1Ｖ

（局）ブドウ糖注射液 5％ 500mL1Ｖ

グルノン－5％  

（局）ブドウ糖注射液 5％ 1,000mL1Ｖ

グルノン－5％

（局）ブドウ糖注射液 10％ 500mL1Ｖ

（局）ブドウ糖注射液 20％ 500mL1Ｖ

（局）ブドウ糖注射液 50％ 20mL1Ａ

1mL1Ｖ

フルスルチアミン注射液 100mg 20mL1Ａ

アニビタン100注射液  

フルスルチアミン注射液 500mg 100mL1Ｖ

アニビタン500注射液  

ピラピリン

ヒロイザールＳ

ヒロイザールＳ

フスクロン注

動物用フリートミン注射液
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フルスル注  

フルニキシンメグルミン注射液 8.3％1mL1Ｖ

バナミン注射液5％  

フオーベット５０注射液  

プレドニゾロン注射液 10mg1mL1Ｖ

プレドニゾロン注射液ＮＺ  

プレドニゾロン注射液「KSK」  

プレドニゾロン注射液「タムラ」  

プレドニゾロン注「フジタ」  

プレドニゾロン（フジ）注  

プレドニゾロン注「文永堂」  

プレドリン注  

プロゲステロン注射液 200mg 5mL1Ａ

動物用ルテオーゲンL  

500mL1Ｖ

フロルフェニコール注射液 10％1mL1Ｖ

フロロコール100注射液  

フロルフェニコール注100「フジタ」  

フロルフェニコール注射液 20％1mL1Ｖ

フロロコール200注射液  

フロルフェニコール注200「フジタ」

ベルベリン注射液 0.2％100mL1Ｖ

タカベリン  

ベリノール注Ａ  

ベルパリン注  

ベンジルペニシリンカリウム 300万単位1Ｖ

結晶ペニシリンＧ明治  

600万単位20mL1Ｖ

動物用懸濁水性プロカインペニシリン
Ｇ

 

動物用懸濁水性プロカインペニシリン
Ｇ注射液「理研」

 

懸濁水性プロカインペニシリンＧ注ＮＺ  

懸濁水性プロカインペニシリンＧ「文永
堂」

 

懸濁水性プロカインペニシリンＧ明治  

ベンジルペニシリンプロカイン注射液

プロチオン
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動物用プロカインペニシリンＧゾル
「KSK」

 

PC･G20万単位DSM250mg(力
価)1mL1V

懸濁水性マイシリン注NZ  

動物用マイシリンゾル「KSK」  

マイシリン・ゾル「タムラ」  

マイシリンゾル明治  

理研マイシリン  

ホスホマイシンナトリウム注射液 2g（力価）1Ｖ

ホスホマイシン注「フジタ」  

動物用ホスミシンＳ（静注用）  

ホスホマイシンナトリウム注射液 3g（力価）1Ｖ

ホスホマイシン注「フジタ」

ホスホマイシンナトリウム注射液 6g（力価）1Ｖ

ホスホマイシン注「フジタ」

300mL1V

500mL1V

500mL1V

メシリナム 500mg（力価）1Ｖ

注射用メタシリン  

メシル酸ダノフロキサシン注射液 25mg1mL1Ｖ

アドボシン注射液  

100mL1Ｖ

400mg20mL1Ｖ

ビタミンＫ3注「フジタ」  

メロキシカム 20mg1mL

メタカム２％注射液  

ヨウ化カルシウム注射液 3％100mL1Ａ

3％ヨードカルヤマイチ注  

ヨウ化カルシウム注射液 10％50mL1Ａ

10％ヨードカルヤマイチ注  

ヨウ化カルシウム注射液 10％100mL1Ａ

10％ヨードカルヤマイチ注  

10mL1Ａ

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

メナジオン亜硫酸水素ナトリウム注射液

ボロカノン

ボロカノン

ボロカール

メチリット注

ラドン
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20mL1Ａ

硫酸カナマイシン注射液 100mg（力価）1mL1Ｖ

カナマイシン注ＮＺ  

カナマイ（フジ）100  

カナマイ注100「フジタ」  

硫酸カナマイシン注射液100明治  

硫酸カナマイシン注100「KSK」  

硫酸カナマイシン注射液 250mg（力価）1mL1Ｖ

カナマイ注250「フジタ」  

カナマイ（フジ）250  

硫酸カナマイシン注射液250明治  

硫酸カナマイシン注250「KSK」  

250mg（力価）1mL1Ｖ

ジヒドロストレプトマイシン注射液「タム
ラ」

 

硫酸スパルティン注射液 10％5mL1Ａ

スパルティン注ＮＺ  

硫酸セフキノム油性懸濁注射液 25mg（力価）1mL1Ｖ

コバクタン  

セファガード  

（局）硫酸マグネシウム注射液 20％100mL 1Ｖ

硫酸マグネシウム注射液 20％100mL 1Ｖ

動物用マグゾール注  

（局）リンゲル液 500mL 1Ｖ

リンゲル液「フソー」  

500mL1Ｖ

1,000mL1Ｖ

1mg1mL1Ｖ

コルソンＰ注射液  

水溶性デキサ注「KSK」  

5mL1Ａ

5mL1Ａ

50mL1Ａ

100mL1Ａ（Ｖ）

100mL1Ｖ

リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液

硫酸ジヒドロストレプトマイシン注射液

ラドン

リンゲルタウリン液ヤマイチ

リンゲル糖－Ｖ注射液

レバギニン

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

レスチオニンＣ注
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100mL1Ｖレバチオニン
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２．内用薬

規　格・単　位

（局）アスピリン 10g

（局）アトロピン硫酸塩水和物 1g

アモキシシリン酸 100mg（力価）1g

アモキシシリン可溶散10％「KSK」  

アモキシシリン10％可溶散「明治」

アンキシン可溶散  

ノビット粒10％  

ワイドシリン10％散  

アモキシシリン散 200mg（力価）1g

アモキシシリン可溶散20％「KSK」  

アモキシシリン20％可溶散「明治」

ノビット粒20％  

ワイドシリン20％散  

アモキシシリン散 500mg（力価）1g

スタボックス50％ＯＳＰ  

アモキシシリン粒 100mg（力価）1g

アモキシシリン可溶散10％「フジタ」  

アモキシシリン粒 200mg（力価）1g

アモキシシリン可溶散20％「フジタ」  

アモキシシリン粒 700mg（力価）1g

アモキシシリン可溶散70％「フジタ」  

（局）アロエ末 10g

（局）安息香酸ナトリウムカフェイン 1g

アンピシリン散 100mg（力価）1g

アンピシリン散「KSK」  

動物用アンピシリン散「コーキン」  

オーテシン散  

パーレシン粒  

イソプロチオラン粒剤 25％10g

フジックス 　

イソプロチオラン散剤 50％10g

フジックス散 　

品名
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ウルソデオキシコール酸散 5％1g

ウルソー5％ 　

ウルソデオキシコール酸5％「KSK」 　

ウルソデオキシコール散「文永堂」 　

50% 1g

10% 10mL

（局）エフェドリン塩酸塩 1g

（局） －メントール 1g

（局）塩化カリウム 10g

（局）塩化カルシウム水和物 10g

塩酸オキシテトラサイクリン散 100mg（力価）1g

オキテラ水溶散・100 　

ＯＴＣ可溶散「コーキン」 　

塩酸オキシテトラサイクリン散 500mg（力価）1g

ＯＴＣ可溶散50％「KSK」 　

塩酸オキシテトラサイクリン散 800mg（力価）1g

ＯＴＣ水溶散80％「ＳＰ」 　

塩酸クレンブテロール 0.025mg　1mL

ベンチプルミン－シロップ 　

塩酸クロルテトラサイクリン散 55mg（力価）1g

クロリン可溶散 　

塩酸クロルテトラサイクリン散 200mg（力価）1g

CＴＣ可溶散「ＳＰ」  

ＣＴＣ水溶散「ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ」  

塩酸ドキシサイクリン散 20mg（力価）1g

ビブラベット－20Ｍ 　

エンロフロキサシン液 2.5％　1mL

バイトリル2.5％ＨＶ液 　

(局）オウバク末 10g

オキソリン酸散 5％1g

パラザン 　

オキソリン酸散 10％1g

動物用オキソリッチ散 　

オメプラゾール 6.16g1S

ウロストン

エクテシン液
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ガストロガード 

10g

10mL

10mL

10mL

10g

（局）乾燥酵母 10g

（局）カンゾウ末 10g

（局）希塩酸 10mL

10g

（局）キニジン硫酸塩水和物 1g

10g

10g

（局）キョウニン水 10mL

10g

（局）苦味チンキ 10mL

10g

250mL

（局）グルコン酸カルシウム水和物 1g

10g

（局）クロルフェニラミンマレイン酸塩散 1％1g

（局）ケイ酸マグネシウム 10g

10g

（局）ケイヒ末 10g

250mL

10g

（局）ゲンチアナ末 10g

（局）合成ケイ酸アルミニウム 10g

（局）コデインリン酸塩散1％ 1％1g

（局）ジアスターゼ 10g

ジゴシン散　0.1％ 0.1％1g

（局）次硝酸ビスマス 1g

（局）ジヒドロコデインリン酸塩散1％ 1％1g

10g

カウストン

動物用ガストリン

ガスドリン

ガスナインＳ

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

グリコールＳ

クレビオマイシン散

軽種馬用ハテキ

ケトナイン「文永堂」

ゲリトミン散

新オルゲンＳ
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人工カルルス塩 10g

15g

15g

10g

10g

10g

10g

（局）スルピリン水和物 1g

スルファジメトキシンナトリウム 純末1g

アプシードソーダ 　

スルファジメトキシンナトリウム散 10％10g

アプシードソーダ散 　

サルトキシン末 　

ジメトキサンＮＺ 　

ジメトキシンソーダ散「タムラ」 　

（局）スルファモノメトキシン水和物 1g

スルファモノメトキシン水和物 1g

ダイメトン「明治」

スルファモノメトキシン散 10％10g

ダイメトンＳ散 　

スルファモノメトキシン散 20％10g

ダイメトン散20％ 　

スルファモノメトキシンナトリウム 純末1g

ダイメトンソーダ 　

（局）精製水 10mL

10g

（局）センブリ・重曹散 1g

（局）センブリ末 10g

（局）ダイオウ末 10g

（局）炭酸水素ナトリウム 10g

（局）タンニン酸アルブミン 1g

10g

（局）天然ケイ酸アルミニウム 10g

トルトラズリル 5％１ｍＬ

新中森獣医散［Ｚ］

新中森獣医散

新ホシ家畜胃腸薬

新モアラーゼ散

ストリゲン－Ａ

動物用スパマツ

整腸散ＮＺ

畜救散
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牛用バイコックス

10g

10g

10g

10g

（局）乳糖水和物 10g

250mL

10g

10g

250mL

20Ｌ

250mL

（局）ハッカ油 1mL

10g

10g

10g

10g

10g

10g

10g

ビコザマイシン散 50mg（力価）1g

バクテロン散5％ 　

10g

10g

（局）ヒマシ油 10mL

（局）フェナセチン 1g

（局）ブドウ糖 10g

10g

10g

10g

250mL

ホスホマイシンカルシウム散 400mg（力価）1g

ホスミシン細粒40％ 　

10g

トルラミン

豚用速効散

ナイラドール

ナトキン－L

ネオルノーゲン

ハイクインコール

ネオクインコール

ネオトルラー60「文永堂」

ネオトルラー80

ネオルノーゲン

ビオエンチ

動物用ビオスリー

ビオペア

パーロンＫ

パンカルＧ

パンカルＧ散

パンスターゼ

ビスキノン末

ビフクリーンＮ

ブロトール

ベリノール末Ａ

ベルパリン末

ポーゲン

ホニプロン末
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10g

（局）ホミカエキス散 1g

10g

マグコンゾール 250mL

10g

10g

250mL

メトクロプラミド散 15.35mg1g

テルペラン経口用 　

プリンペラン経口用 　

モーサン 10g

（局）薬用炭 1g

（局）ヨウ化カリウム 1g

（局）ヨウ化ナトリウム 1g

10g

硫酸ゲンタマイシン散 50mg（力価）3.0g

動物用ゲンタリン細粒 　

硫酸コリスチン散 20mg（力価）1g

硫酸コリスチン2％可溶散明治 　

硫酸ストレプトマイシン散 60mg（力価）1g

ストマイ顆粒 　

乾燥硫酸ナトリウム 純末10g

（局）硫酸マグネシウム水和物 10g

（局）リン酸水素カルシウム水和物 10g
リン酸チルミコシン液 250mg（力価）1mLV

ミコラル経口液 　

10mL

ボビノン

メーチュー

リゾストン

ルミノン液

ポンテ散

獣医用宮入菌末

動物用ミヤリサン
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３．外用薬

規　格・単　位

（局）亜鉛華軟膏 10g

（局）アクリノール水和物 1g

10g

（局）アドレナリン液 0.1％1mL
10g

（局）アンモニア水 10mL

（局）イオウ 10g
（局）イクタモール 10g

（局）液状フェノール 10mL

（局）エタノール 10mL

10g

（局）エーテル 10mL

10g

10mL

（局）塩化ナトリウム 10g

（局）塩酸 10mL

（局）黄色ワセリン 10g

（局）オキシドール 10mL

（局）オリブ油 10mL

（局）過マンガン酸カリウム 10g

カンフル精 10mL

10g

10mL

10g

（局）希ヨードチンキ 10mL

クラーゲンネオ 10g

（局）グリセリン 10mL

（局）酢酸 10mL

酢酸鉛 10g

（局）サリチル酸 10g

（局）サリチル酸メチル 1mL

（局）酸化亜鉛 10g

カンメルパスタ

カンメルブルー（L）

キノピレン

Ｆ・Ｒ・パスタ

Ｍ－スキット

品名

アダーガード

アンドレス軟膏

エチール軟膏
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10mL

（局）次没食子酸ビスマス 1g

（局）硝酸銀 1g

（局）消毒用エタノール 10mL

10g

（局）親水軟膏 10g

（局）親水ワセリン 10g

（局）水酸化カリウム 10g

（局）タルク 10g

（局）単軟膏 10g

（局）ﾀﾝﾆﾝ酸 1g

（局）チアントール 10g

（局）チンク油 10g

10g

（局）テレビン油 10mL

ナナフロシン外用剤 0.1mg(力価）1mL

ナナオマイシン油剤協和 　

（局）尿素 10g

ネオサルセリン 10g

（局）白色ワセリン 10g

10g

(局）ピロカルピン塩酸塩 1g

（局）フェノール 10mL

（局）複方ヨード・グリセリン 10mL

（局）プロカイン塩酸塩 1g

（局）ホウ酸 10g

ポピドンヨード液 2％50mL

動物用イソジン液 　

動物用ネオヨジン液 　

ＰＶＰヨード液L（フジタ） 　

（局）麻酔用エーテル 1mL

（局）滅菌精製水 10mL

モクタール 10g

（局）薬用石ケン 10g

シーサンイチ合剤

真菌用軟膏ＮＺ

蹄病軟膏ＮＺ

動物用パスタノーゲン「ホクト」
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（局）ヨウ素 1g

（局）ヨードチンキ 10mL

6g/100mL

10g

10g

（局）硫酸亜鉛水和物 10g

（局）硫酸アルミニウムカリウム水和物 10g
（局）流動パラフィン 10mL

レスモナ 10g

ライツパスタ

ライツパスタＣ

動物用ヨーチン・SFL
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４．注入・挿入薬

　

規　格・単　位

アンピシリン子宮注入剤 500mg（力価） 1組

子宮注入用アンピシリン「KSK」 　

エリスロマイシン油性乳房注入剤 300mg（力価） 1本

ガーディアンL 　

ガーディアンＣL 　

450mg（力価） 1本

オキシテトラサイクリン乳房炎用液ＮＺ 　

500mg（力価） 1錠

ＣＴＣ子宮内タブレット「ＳＰ」 　

200mg（力価） 1本

泌乳期用ジクロキサシリンジ 　

200mg（力価） 1組

ホーミングＤＸ 　

500mg（力価） 1本

乾乳期用ジクロキサシリンジ 　

セファゾリン油性乳房注入剤 250mg（力価） 1容器

セファゾリンＤ「フジタ」  

セファゾリンＤＣ「KSK」  

セファメジンＤＣ  

セファゾリン油性乳房注入剤 150mg（力価） 1容器

セファゾリンL「フジタ」 　

セファゾリンLＣ「KSK」 　

セファメジンＱＲ 　

セファゾリン油性乳房注入剤 450mg（力価） 1容器

セファゾリン３L「フジタ」 　

セファメジンＳ 　

200mg（力価） 1容器

ＫＰラック－５Ｇ 　

セファピリンL「フジタ」

300mg（力価） 1容器

ジクロキサシ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

セファピリンナトリウム油性乳房注入剤

品名

塩酸クロルテトラサイクリン子宮挿入剤

塩酸オキシテトラサイクリン乳房注入剤

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）
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ＫＰドライ－５Ｇ 　

セファロニウム油性乳房注入剤 250mg（力価） 1容器

乾乳期用セファロニウム－Ｄ 　

乾乳期用セプラビン 　

セファロニウムＤ「フジタ」 　

セフロキシム油性乳房注入剤 250mg（力価） 1容器

泌乳期用スペクトラゾール 　

泌乳期用セフロキシム－Ｍ 　

セフロキシムL「フジタ」 　

250mg（力価） 5g 1本

カヤテン・L 　

500mg（力価） 5g 1本

カヤテン・Ｄ 　

PC・G30万単位KM300mg
(力価） 1本

カナマスチンディスポ 　

タイニーＰＫ 　

PC・G20万単位DSM200mg（力
価） 1組

内膜炎用ネオポリシダールＡ

PC・G40万単位DSM400mg（力
価） 1組

子宮内膜炎用ホーミングマイシン 　

PC・G30万単位DSM
300mg（力価） 1容器

Ｓ．Ｐ．乳軟シリンジL　「KSK」

ニューサルマイＳ 　

マストップ・L 　

リケプロマイシンＰＤ 　

PC・G30万DSM
300mg（力価） 1組

ホーミングＭＣ

PC・G30万単位FM
300mg（力価） 1本

ハイポリＳ

PC・G100万単位DSM
1g（力価） 1本

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

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・
硫酸フラジオマイシン油性乳房注入剤
（エアゾール剤）

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

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
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乾乳用軟膏Ａ

PC・G100万単位
DSM1g　（力価）1容器

乾乳用ホーミングＤＣ

マストリチン 10mL

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）
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（注2） 改正前の薬価基準表に収載されていて、今改正により収載されな

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につい

ては、当該医薬品名等を薬価基準表に明記した上、平成22年6月30日

までに限り適用することとする。

（注3）薬価基準表に収載する医薬品であって、医薬品の品名及び規格単

位によって同一医薬品と特定される医薬品については、会社の合併

等による薬事法第14条の8に基づく製造販売承認の承継又は社名の変

更等によって、製造販売業者名が変更になった場合においても、薬

価基準表の価額によって算定するものとする。
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