




付　１点の価額





1（ ）

目　　　　次

〔告示〕

◯�農業災害補償法施行規則により診療その他�

の行為によって組合員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等�

を定める件………………………昭和30年10月農林省告示第778号�………（３）

　

　　　　　　　　一部改正　平成23年３月農林水産省告示第648号�………（３）

　

――――――　◇　――――――

　

家畜共済診療点数表� ………………………………………………………（５）
　

薬 価 基 準 表� ………………………………………………………（27）
　凡 例�……………………………………………………………………（27）

　取 扱 方 法�……………………………………………………………………（28）

　第１部　注 射 薬�…………………………………………………………（29）

　第２部　内 用 薬�…………………………………………………………（55）

　第３部　外 用 薬�…………………………………………………………（67）

　第４部　注入・挿入薬…………………………………………………………（73）

　第５部　そ の 他（平成23年６月30日まで適用）� …………………………（77）

薬品名の索引� …………………………………………………………………（79）

　付１・収載医薬品製造販売会社一覧…………………………………………（93）

　付２・農業災害補償法施行規則（抜粋）�……………………………………（96）





3（ ）

◯農業災害補償法施行規則により診療その他
の行為によって組合員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等
を定める件

昭和30年10月 1 日
農林省告示第778号（ ）

　農業災害補償法施行規則（昭和22年農林省令第95号）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等を次のように定め、昭和30年３月31日農林省告示第
279号（農業災害補償法施行規則により診療その他の行為によつて組合員が負担すべ
き費用の内容に応ずる点数を定める件）及び同日農林省告示第280号（農業災害補償
法に基く家畜共済の臨時特例に関する法律施行令に基き診療その他の行為につき負担
すべき費用の種別に応ずる点数等を定める件）は、廃止する。
一�　農業災害補償法施行規則（以下「規則」という。）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� （点数表は省略）

二�　規則第33条第１項及び第34条の３第１項の農林水産大臣が定める１点の価額　10
円
　
　

一部改正　平 成 23 年 ３ 月 24�日
農林水産省告示第648号

　農業災害補償法施行規則（昭和22年農林省令第95号）第33条第１項及び第34条の３
第１項の規定に基づき、昭和30年10月１日農林省告示第778号（農業災害補償法施行
規則により診療その他の行為によって組合員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等を定める件）の一部を次のように改正し、平成23年４月１日か
ら施行する。
　一の家畜共済診療点数表を次のように改める。
　（「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都
道府県庁に備え置いて縦覧に供する。）





家畜共済診療点数表

番号　　種　 別
点　　数

備　　　　　　　　　　　　　考
Ｂ種 Ａ種
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〔第１診察料〕 　診察とは、病傷の識別を行うために獣医師のとる
稟告、望診、触診、打診、聴診、骨硬度検査及び一
般的検査をいい、理化学的検査及び顕微鏡的検査を
含まない。

１　再 診 69 7 　第２診以後単に診察するのみで、薬治、検査、注
射、処置、指導及び手術を行わない場合に限る。

２　往 診 １�　往診距離は、片道のみを計算し、１戸に２頭以
上の患畜がある場合は、往診１回とする。

２�　２戸以上連続して往診した場合は、それぞれ次
の患畜に至るまでの距離とする。ただし、その距
離が次の患畜とその獣医師の診療施設を起点とし
た距離と比べて長い場合、当該獣医師の診療施設
を起点とした距離を往診距離とする。

３�　夜間、深夜又は悪天候時の往診については、Ｂ
種に下表の点数を加える。

500メ ー
トルまで
の部分に
ついて

４キロメー
トルまでの
部分につい
て

４キロメートルを超え
る部分については、４
キロメートル又はその
端数を増すごとに

夜 間
33 66 12

悪天候時
深 夜

66 132 23夜 間 で
悪天候時
深 夜 で
悪天候時 99 198 30

４�　夜間とは、午後６時から翌日午前８時までの間
（深夜を除く。）をいい、深夜とは、午後10時か
ら翌日午前５時までの間をいう。

５�　悪天候時とは、暴風時又は暴風雪時をいう。
500メートル
以内の場合

83 16



番号　　種　 別
点　　数

備　　　　　　　　　　　　　考
Ｂ種 Ａ種
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500メートル
を超える場合

167 37 １�　往診距離が４キロメートルを超えたときは、12
キロメートルまでの部分については、４キロメー
トル又はその端数を増すごとにＢ種に28点、Ａ種
に９点を、12キロメートルを超える部分について
は、４キロメートル又はその端数を増すごとにＢ
種に29点、Ａ種に９点を加える。

２�　悪天候時又は険路のためやむを得ず徒歩で往診
した場合において、徒歩距離が１キロメートルを
超えたときは、４キロメートルまでの部分につい
ては、１キロメートル又はその端数を増すごとに
Ｂ種に65点を、４キロメートルを超える部分につ
いては、１キロメートル又はその端数を増すごと
にＢ種に11点を加える。

３�　積雪地域（別表に掲げる地域をいう。）におい
て積雪期（12月１日より翌年３月31日までの期間
をいう。）に往診した場合は、Ｂ種及びＡ種に３
点を加え、往診距離が４キロメートルを超えたと
きは、４キロメートル又はその端数を増すごとに
Ｂ種及びＡ種に更に３点を加える。

３　滞 在 診 881 9 １�　１夜についての点数とする。
２�　往診して深夜を含む６時間以上行われた場合に
限る。

４　立 会 診 513 8 　立会診断を必要とした場合に限る。

〔第２薬治料〕
５　薬 治 １�　内服薬、洗浄薬、罨

あん

法薬、塗布（擦）薬、散布
薬、点眼薬、注入・挿

そう

入薬（原虫及び糸状虫以外
の寄生虫の駆除薬を除く。）を畜主に交付するこ
とをいう。

２�　使用した医薬品については、別に定める薬価基
準表に基づいて増点することができる。

３�　調剤とは、一定の処方により１種以上の医薬品



番号　　種　 別
点　　数

備　　　　　　　　　　　　　考
Ｂ種 Ａ種
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を特定の分量によって特定の用法に適するように調
整することをいう。

調剤を必要と
するもの

64 13

調剤を必要と
しないもの

47 5

〔第３文書料〕 　同一内容のもの１回の交付についての点数とす
る。

６　診 断 書 100 5 　処方箋
せん

及びと蓄場法施行規則第15条第２項に規定
する死亡診断書又は死体検案書の場合にも適用す
る。

７　検 案 書 100 5
８　指 導 書 100 5

〔第４検査料〕 　検査材料の採取を含む。ただし、血液の検査のた
めの採血及び導尿による採尿を除く。

９　採 血 66 8
10　乳 汁

じゅう

簡易検査 58 8 １�　ＣＭＴ法又はその変法による細胞数検査、カタ
ラーゼ、塩素量、pＨ、電気伝導度、血乳、ケト
ン体等の検査をいう。

２�　乳汁
じゅう

中のケトン体を酵素法による簡易測定試
験片により測定した場合は、Ｂ種を86点、Ａ種を
31点とする。

11　乳 汁
じゅう

顕微鏡的
検査

150 40 １�　ブリード法による細胞数検査等をいう。
２�　体細胞数自動測定を行った場合は、Ｂ種を98点、
Ａ種を40点とする。

12　乳 汁
じゅう

理化学的
検査

135 32 　NAGase活性、ラクトフェリン、エンドトキシン
等の検査をいう。

13　微生物簡易検査 101 31 　無染色及び普通染色の顕微鏡的検査（トリコモナ
ス、皮膚真菌症等の検査を含む。）をいう。

14　微生物特殊検査 172 32 　特殊染色による顕微鏡的検査をいう。



番号　　種　 別
点　　数

備　　　　　　　　　　　　　考
Ｂ種 Ａ種
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15　薬剤感受性検査 168 58 １�　ディスク法（直接法）による検査をいう。
２�　ディスク法（間接法）を行った場合は、Ｂ種を
267点、Ａ種を87点とする。

３�　２分房以上行った場合は、１分房増すごとにＢ
種に66点、Ａ種に26点を加える。

16　細菌分離培養検
査

266 86 １�　検査材料から原因菌を純培養し菌種を固定する
検査をいう。

２�　２分房以上行った場合は、１分房増すごとにＢ
種に85点、Ａ種に45点を加える。

３�　菌の有無のみを検査した場合は、Ｂ種を106点、
Ａ種を46点とする。

４�　嫌気性培養を併せて行った場合は、Ｂ種に125
点、Ａ種に65点とする。

17　血液一般検査 92 10 １�　比重、赤血球浸透圧抵抗、血球容積、出血凝固
時間、プロトロンビン時間、部分トロンボプラス
チン時間等の検査をいう。

２�　血清又は全血による平板凝集反応にも、この点
数を適用する。

18　血球数測定検査 88 34 １�　血球数自動計数装置により血球数の測定を行っ
た場合をいう。

２�　視算法により血球数の測定を行った場合は、Ｂ
種を148点、Ａ種を18点とする。

19　血液顕微鏡的検
査

135 25 　血液像、血液寄生原虫等の検査をいう。

20　血液生化学的検
査

１�　簡易測定器、分光光度計等による血液成分の測
定をいう。

２�　⑵～⑷の検査を２種以上行った場合は、行った
検査のうち最も大きい基本点数に、併せて行った
検査の増点点数を加える。

⑴　総蛋
たん

白質量
アルブミン
Ｚ Ｔ Ｔ

54 24 　検査は各種別を合算して算定する。ただし、家畜
から１回に採取した血液を用いて検査を５種以上
行った場合は、当該点数にかかわらず、検査の種別



番号　　種　 別
点　　数

備　　　　　　　　　　　　　考
Ｂ種 Ａ種
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血中尿素窒素
（ＢＵＮ）
Ｃ Ｒ Ｅ
血 糖
総コレステロール

数に応じて次に掲げる点数により算定する。
①�５種以上７種以下　　Ｂ種270点　Ａ種120点
②�８種又は９種　　　　Ｂ種324点　Ａ種144点
③�10種以上　　　　　　Ｂ種378点　Ａ種168点

中 性 脂 肪
リ ン 脂 質
遊離脂肪酸
血清カルシウム
血清マグネシウム
血清無機リン
ナトリウム
カ リ ウ ム
ク ロ ー ル
ＡＳＴ（ＧＯＴ）
ＡＬＴ（ＧＰＴ）
Ｏ C Ｔ
γ―ＧＴＰ
Ｌ Ｄ Ｈ
Ｃ Ｋ
Ａ Ｌ Ｐ
ビリルビン
血 色 素 量

⑵　�血清蛋白質分画
血漿フィブリ
ノーゲン

143 50 　検査を２種以上行った場合は、１種増すごとにＢ
種に78点、Ａ種に25点を加える。

ム コ 蛋
たん

白
α１酸性糖蛋

たん

白
アンモニア
シ ア ル 酸
血 中 乳 酸

⑶�　フィブリン分
解産物（ＦＤＰ）

215 57 　検査を２種以上行った場合は、１種増すごとにＢ
種に116点、Ａ種に35点を加える。



番号　　種　 別
点　　数

備　　　　　　　　　　　　　考
Ｂ種 Ａ種

10（ ）

リ ポ 蛋
たん

白
アポリポ蛋

たん

白
セレニウム
ＬＤＨアイソ
エンザイム
グルタチオン
ペルオキシダーゼ
ビタミンＡ
ビタミンＥ
βカロチン
メトヘモグロビン
エンドトキシン
ＢＳＰ試験 　異物排泄試験をいう。

⑷　�インスリン 244 86
プロジェステロン 　乳汁

じゅう

を用いて測定した場合にも、この点数を適
用する。

血 液 ガ ス
21　血清学的検査 239 25 　試験管内凝集反応、補体結合反応、中和試験等を

いう。
22　寄 生 虫 検 査 133 23 　内・外寄生虫、子虫及び虫卵の顕微鏡的検査等を

いう。
23　直 腸 検 査 184 7 １�　直腸内に手を挿

そう

入して消化器系、泌
ひ

尿器系又は
生殖器系の諸臓器について内部触診を行った場合
とする。

２�　腟
ちつ

検査（腟
ちつ

鏡検査、腟
ちつ

内診検査）を含む。
24　穿

せん

刺 検 査 246 32 　骨髄、リンパ節、滑液嚢
のう

等の穿
せん

刺及び採取材料の
検査をいう。

25　生体組織学的検
査

488 51 　肝臓穿
せん

刺、脾
ひ

臓穿
せん

刺、心膜穿
せん

刺、腎臓穿
せん

刺等生体
穿
せん

刺法による組織、子宮内膜、腫
しゅ

瘍
よう

組織の採取及び
その組織学的検査並びに子宮還流液、肺胞洗浄液等
の細胞診の検査をいい、直腸検査を含む。

26　尿 検 査 63 10 １�　pＨ、蛋
たん

白質、アルブモース、血色素、筋色素、



番号　　種　 別
点　　数

備　　　　　　　　　　　　　考
Ｂ種 Ａ種
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インジカン、ビリルビン、ウロビリノーゲン、亜硝
酸塩、アミラーゼ、ブドウ糖、比重、燐

りん

酸塩、アセ
トン等の検査並びにアンモニア反応及び潜血反応の
検査をいう。
２�　NAGase及び尿沈渣の検査を行った場合は、Ｂ
種を145点、Ａ種を32点とする。

27　胃内容液検査 321 31 １�　pＨ及びミクロフローラの検査をいう。
２�　pＨ検査のみを行った場合は、Ｂ種を187点、Ａ
種を14点とする。

３�　アンモニア、亜硝酸態窒素、低級脂肪酸（ＶＦ
Ａ）を測定した場合は、Ｂ種を598点、Ａ種を74
点とし、２種以上測定した時は、１種増すごとに
Ｂ種に276点、Ａ種に44点を加える。

４�　エンドトキシンを測定した場合は、Ｂ種を727
点、Ａ種を203点とする。

28　レントゲン検査
撮 影 809 183 １�　小型（ポータブルタイプ等）の装置を用いた場

合とする。
２�　中型以上の装置（大動物診療用レントゲン自動
車等）を用いて四ツ切フィルムを使用した場合、
Ｂ種を852点、Ａ種を226点とし、大角フィルムを
使用した場合、Ｂ種を889点、Ａ種を263点とする。

３�　フィルムの枚数にかかわらず、この点数を適用
する。

透 視 837 254 　撮影、ＶＴＲ記録、デジタル映像化処理及びプリ
ンタによる記録を含み、検査部位数あるいは記録枚
数にかかわらずこの点数を適用する。

29　心 電 図 検 査 219 54 １�　心電計を用いて循環器障害の検査を行った場合
とする。

２�　心音心電計を用いて心音図・心電図の検査を同
時に行った場合は、Ｂ種を338点、Ａ種を190点と
する。



番号　　種　 別
点　　数

備　　　　　　　　　　　　　考
Ｂ種 Ａ種
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30　超 音 波 検 査 250 85 １�　超音波画像診断装置を用いて画像検査を行った
場合とする。

２�　高分解能プローブを用いた検査又はドプラ法に
よる検査を行った場合は、Ｂ種を442点、Ａ種を
277点とする。ただし、腹腔内臓器（心臓、肝臓、
腎臓等）及び馬の関節（腱等の周囲軟部組織含む。）
の検査に適用し、繁殖障害の検査には適用しない。

31　体腔
こう

内異物検査 60 7 　動物用金属異物探知機による検査をいう。
32　子宮頸

けい

管粘液検
査

136 23 　子宮頸
けい

管粘液の採取及び顕微鏡的検査をいう。

33　卵管疎通検査 329 22 　直腸検査を含む。
34　内 視 鏡 検 査 330 65 　硬性鏡、ファイバースコープ等による検査をいう。

ただし、腹腔内検査又は関節腔内検査を行った場合、
Ｂ種を1,014点、Ａ種を388点とし、腹腔内検査につ
いては、直腸検査を含む。

35　検 案
解剖した場合
牛 ・ 馬 792 60
種 豚 489 60

解剖しない場合 271 6

〔第５注射料〕 １�　１回についての点数とする。なお、同一種類の
注射薬を、その必要量に応じて２管以上使用して
も１回とする。

２�　原虫及び糸状虫以外の寄生虫の駆除薬の注射に
は適用しない。

３�　使用した医薬品については、別に定める薬価基
準表に基づいて増点することができる。

４�　血清類については、すべて治療に用いた場合に
限り、予防の目的をもって使用した場合は、適用
しない。ただし、外傷及び手術の場合に行う破傷
風血清注射は、この限りではない。
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36　皮 下 注 射 60 12 　１回の注射液の量が1,000ミリリットルを超える
場合は、Ｂ種に32点を加える。

37　筋 肉 内 注 射 60 12
38　静 脈 内 注 射 90 12 １�　１回の注射液の量が1,000ミリリットルを超え

る場合は、1,000ミリリットル又はその端数を増
すごとにＢ種に32点を加える。

２�　補液管を使用した場合（点滴注射を行った場合
を除く。）は、Ｂ種及びＡ種に18点を加える。

３�　留置針（固定テープ、連結管を含む。）を使用
した場合は、Ｂ種及びＡ種に26点を加える。

４�　生後60日齢以内の牛に静脈内注射を行った場合
は、Ｂ種に13点を加える。

５�　動脈内注射にも適用し、Ｂ種を216点とする。
39　点 滴 注 射 272 51 １�　点滴装置による持続的な静脈内注射をいう。

２�　１回の注射液の量が1,000ミリリットルを超え
る場合は、1,000ミリリットル又はその端数を増
すごとにＢ種に32点を加える。

３�　留置針（固定テープ、連結管を含む。）を使用
した場合は、Ｂ種及びＡ種に26点を加える。

40　関節腔
こう

内注射 218 14 　脊
せき

髄腔
こう

注射、腰椎
つい

注射、尾椎
つい

注射にも適用する。
41　卵巣直接注射 269 16 　卵巣実質内直接注射及び嚢

のう

腫
しゅ

内直接注射をいい、
直腸検査を含む。

〔第６処置科〕
42　投 薬 １�　原虫及び糸状虫以外の寄生虫の駆除薬の投薬に

は適用しない。
２�　使用した医薬品については、別に定める薬価基
準表に基づいて増点することができる。

３�　調剤して投薬した場合は、Ｂ種に16点、Ａ種に
10点を加える。

胃カテーテルに
よらない投薬

58 5
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胃カテーテル
による投薬

132 5 １�　胃カテーテルにより胃内ガスを除去した場合
は、Ｂ種に57点を加える。

２�　カテーテルにより初乳を経鼻投与した場合にも
適用する。

43　洗 浄 　薬液による洗浄をいう。
眼洗浄・涙管
洗浄・鼻腔

こう

洗
浄及び腟

ちつ

洗浄

53 19 　眼洗浄には点眼を含む。

耳 洗 浄 174 34 １�　耳洗浄には鼓室洗浄を含む。
２�　使用した医薬品については、別に定める薬価基
準表に基づいて増点することができる。

膀
ぼう

胱
こう

洗 浄
雌 176 36
雄 233 36

44　膀
ぼう

胱
こう

内薬剤注入 １�　使用した医薬品については、別に定める薬価基
準表に基づいて増点することができる。

２�　膀
ぼう

胱
こう

内薬剤注入に先立って導尿を行った場合
は、Ｂ種に雌は25点、雄は39点を加える。

雌 127 12
雄 167 11

45　罨
あん

法 90 47 　罨
あん

法材料を含む。ただし、使用した医薬品につい
ては、別に定める薬価基準表に基づいて増点するこ
とができる。

46　塗布又は塗擦 　被覆材料を含む。ただし、使用した医薬品につい
ては、別に定める薬価基準表に基づいて増点するこ
とができる。

水 剤 38 5
膏
こう

剤 44 11
47　散 布 39 6
48　気管内薬剤噴霧 100 15 　使用した医薬品については、別に定める薬価基準

表に基づいて増点することができる。
49　第一胃内容液投 463 11 　第一胃内容液を採取・投与することをいう。
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与
50　胃 洗 浄 333 21
51　浣

かん

腸 100 18
52　導 尿 　尿道カテーテルを用いた場合に限る。

雌 132 5
雄 161 4

53　瀉
しゃ

血 151 11
54　子 宮 洗 浄 　洗浄液及び直腸検査を含む。

牛 692 126
馬 770 204
種 豚 547 204

55　子宮内薬剤注入 239 9 １�　直腸検査を含む。
２�　使用した医薬品については、別に定める薬価基
準表に基づいて増点することができる。

３�　薬剤注入を行った場合は、Ｂ種に63点、Ａ種に
３点を加える。

56　理 学 的 治 療 178 13 　紫外線治療、超短波治療その他電気、光線、放射
線等による治療をいう。

57　乳房内薬剤注入 57 4 　使用した医薬品については、別に定める薬価基準
表に基づいて増点することができる。

58　吊
ちょう

起 333 21 　エアーマットを用いた場合は、Ｂ種に247点、Ａ
種に22点を加える。

59　外 傷 治 療 　洗浄、塗布、塗擦、縫合等一切の治療処置及び被
覆材料を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場
合は、Ｂ種及びＡ種に61点を加える。

小（20センチメート
ル ま で）
第 １ 回 158 31
第２回以後 68 15
大（20センチメート

ルを超えるもの）
第 １ 回 373 61
第２回以後 158 31

60　第四胃変位簡易 247 5
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整復
61　蹄

てい

病 処 置 510 29 １�　蹄
てい

病手術の後治療にも適用する。
２�　処置に伴う医薬品及び被覆材料を含む。ただし、
伸縮性接着包帯を用いた場合は、Ｂ種及びＡ種に
31点を加える。また、蹄

てい

底ブロック又はギプス包
帯を用いた場合は、Ｂ種及びＡ種に176点を加え
る。

３�　２肢以上行った場合は、１肢増すごとにＢ種に
284点、Ａ種に19点を加える。ただし、伸縮性接
着包帯を用いた場合は、１肢につきＢ種及びＡ種
に31点を、蹄

てい

底ブロック又はギプス包帯を用いた
場合は、１肢につきＢ種及びＡ種に176点を加え
る。

４�　第２回以後の点数については、Ｂ種458点、Ａ
種29点とする。

62　その他の外科的
処置

101 19 １�　処置、手術の後治療（第２回以後の点数を規定
したもの及び蹄

てい

病手術の後治療を除く。）、乱刺、
副木包帯、その他一般外科的処置をいう。

２�　処置に伴う医薬品及び被覆材料を含む。ただし、
伸縮性接着包帯を使用した場合は、Ｂ種及びＡ種
に31点を加える。

〔第７指導料〕
63　指 導 145 5 　卵胞嚢

のう

腫
しゅ

、黄体嚢
のう

腫
しゅ

、発育不全黄体（黄体形成不
全）、卵巣発育不全、卵巣静止、排卵遅延（排卵障害）、
卵巣萎縮、ケトーシス、第四胃変位（手術したもの
を除く。）、脂肪肝、ダウナー症候群（産前・産後起
立不能症）、乳熱及び子牛の下痢・肺炎について、
第２診以後１回に限り適用する。

〔第８手術料〕 　手術のため必要な注射、洗浄、塗布、塗擦、散布
等一切の治療処置及び被覆材料並びに医薬品（感染
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防止のために応用されるものを含む。）を含む。た
だし、全身麻酔を行った場合には、麻酔術を併せて
適用し、使用した医薬品については、別に定める薬
価基準表に基づいて増点することができる。また、
帝王切開及び難産介助を行った場合に使用した子宮
弛緩剤、並びに開腹及び開胸手術を行った場合に
2,000ミリリットルを超えて使用した補液剤につい
ては、別に定める薬価基準表に基づいて増点するこ
とができる。

頭 部 手 術
64　円 鋸

きょ

術 363 55 １�　１個についての点数とする。
２�　洗浄を含む。

65　眼 科 手 術 364 56 １�　眼帯を含む。
２�　眼球摘出手術の場合は、Ｂ種を613点、Ａ種を
95点とする。

66　整 歯
鑢
ろ

整 　斜歯、剪
せん

状歯、階状歯等の鑢
ろ

整及び歯鉋
ほう

による短
切をいう。

牛 ・ 種 豚 181 19
馬 346 84
短 切 　歯鋏

きょう

による短切をいう。
牛 ・ 種 豚 280 48
馬 444 112

67　抜 歯 １�　１歯についての点数とする。
２�　歯槽

そう

骨膜炎等による歯牙
が

打出の場合は、Ｂ種に
487点、Ａ種に74点を加える。

牛 ・ 種 豚 313 23
馬
贅
ぜい

歯・乳臼
きゅう

歯 477 87
裂歯・永久臼

きゅう

歯 548 87
68　鼻鏡断裂手術 676 110 　鼻鏡断裂の縫合手術をいう。
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頸
けい

部 手 術
69　気 管 切 開 315 73
70　食道異物除去 330 18
71　食 道 切 開 536 55
72　齰

さく

癖 矯
きょう

正 術 3,173 254

胸 腹 部 手 術
73　穿

せん

胸 202 21 　胸水排除のための穿
せん

胸術をいい、胸腔
こう

内貯留液の
疑いがある場合において診断のために行う穿

せん

胸術
は、診察に含まれる。

74　穿
せん

胃 163 21 　薬剤の注入を含む。
75　第四胃変位簡易
整復手術

577 125 　デラハンティ法、ビンツリ法等の経皮的簡易整復
手術をいう。

76　開 胸 １�　2,000ミリリットル以内の補液に用いた医薬品
を含む。

２�　2,000ミリリットルを超えて使用した補液剤に
ついては、別に定める薬価基準表に基づいて増点
することができる。

牛 ・ 馬 9,198 470
種 豚 3,157 235

77　開 腹 １�　直腸検査を含む。
２�　2,000ミリリットル以内の補液に用いた医薬品
を含む。

３�　2,000ミリリットルを超えて使用した補液剤に
ついては、別に定める薬価基準表に基づいて増点
することができる。

牛 ・ 馬
帝 王 切 開 6,673 853 　使用した子宮弛緩剤については、別に定める薬価

基準表に基づいて増点することができる。
腸 管 手 術 6,699 679 　腸捻

ねん

転、腸重畳等の手術をいい、第三胃及び第四
胃手術（第四胃変位整復手術を除く。）にも適用する。

第一胃切開 5,553 579 　第四胃変位整復手術の術式の一部として行った場
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合は、適用しない。
第四胃変位
整復手術

4,638 589 １�　右方変位の場合は、Ｂ種に1,060点を加える。
ただし、右方変位の整復手術と同時に第三胃の捻

ねん

転整復も併せて行った場合は、Ｂ種に1,187点を
加える。

２�　第一胃切開を同時に行った場合（第四胃変位整
復手術の術式の一部として行った場合を除く。）
は、Ｂ種に1,400点、Ａ種に321点を加える。

その他の開腹 3,593 544 　開腹により脂肪壊
え

死症、中皮腫
しゅ

、腹膜癒
ゆ

着及び肝
円さく遺残の診断を行った場合に限り適用する。

種 豚
（帝王切開）

3,881 392

78　穿
せん

腸 260 46 　薬剤の注入を含む。
79　ヘルニア整復 1,618 51 　観血手術によって整復した場合とする。
80　摘 出 手 術 629 63 　放線菌症、ブドウ菌腫

しゅ

、病的睾
こう

丸等の摘出をいう。
81　腟

ちつ

脱 整 復 230 36 １�　圧定法による整復とし、洗浄、按
あん

摩、圧迫包帯、
圧定器使用等の処置を含む。

２�　陰門縫合により腔脱整復を行った場合は、Ｂ種
に53点を加える。

82　腟
ちつ

脱整復手術
縫 合 法 554 110 　ボタン法等による手術の場合をいう。
観 血 法 1,222 140

83　子 宮 脱 整 復 1,981 414
84　直 腸 脱 整 復

縫 合 法 265 71
観 血 法
牛 ・ 馬 639 121 　子牛の肛門設置術を行った場合は、Ｂ種に303点

を加える。
種 豚 546 121

85　難 産 介 助 　胎子の失位等の原因により分娩
べん

困難な場合に人工
的に講じた処置（人工破水、過大胎子の引き出し、
胎子の不正胎勢、不正胎向、不正胎位等の整復等）
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をいい、死亡胎子の摘出も含む。
牛 ・ 馬 650 84 １�　難産介助を行った場合において、30分を超えて

も娩
べん

出しない場合は、Ｂ種に505点を加える。
２�　使用した子宮弛緩剤については、別に定める薬
価基準表に基づいて増点することができる。

３�　胎子娩
べん

出後の新生子牛に対し、蘇生術（胎水の
吸引及び酸素吸入）を行った場合は、Ｂ種に300点、
Ａ種に120点を加える。

種 豚 391 80 　難産介助を行った場合において、娩
べん

出の間隔が30
分を超えた場合は、Ｂ種に303点を加える。

86　子宮捻
ねん

転整復 1,643 76 １�　子宮捻
ねん

転を整復した場合並びに子宮捻
ねん

転を整復
して胎子を娩

べん

出させた場合及び死亡胎子の摘出を
行った場合とする。

２�　開腹により子宮捻
ねん

転を整復した場合は、Ｂ種に
2,521点、Ａ種に421点を加える。

87　切 胎 2,836 235 　難産介助に伴う断頭、断脚及び内臓摘出等をいう。
88　胎盤停滞除去 　胎盤停滞除去後、医薬品の注挿

そう

入を行った場合、
使用した医薬品については、別に定める薬価基準表
に基づいて増点することができる。

牛 ・ 種 豚 600 10
馬 753 10

89　乳房切開手術 1,747 180 １�　外陰部動脈結紮
さつ

手術にも適用する。
２�　乳房切除手術の場合は、Ｂ種に1,033点を加え
る。

90　乳頭狭窄手術 356 44 １�　乳頭切断手術を行った場合は、Ｂ種に23点を加
える。

２�　２分房以上を行った場合は、１分房増すごとに
Ｂ種に108点、Ａ種に９点を加え、乳頭切断手術
を行った場合は併せてＢ種に23点を加える。

91　乳 頭 手 術 789 57 　２分房以上行った場合は、１分房増すごとにＢ種
に295点、Ａ種に43点を加える。

92　膀
ぼう

胱
こう

手 術 469 48 　開腹手術を行った場合は、Ｂ種に4,442点、Ａ種
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に369点を加える。
93　尿道切開手術 830 98 　尿道瘻

ろう

形成手術を行った場合は、Ｂ種に732点を
加える。

四 肢 手 術
94　骨 折 整 復

観血整復術 6,688 1,714 １�　骨接合板を用いて整復した場合とする。
２�　骨接合板と骨髄ピンにより整復した場合は、Ｂ
種を6,844点、Ａ種を1,899点とする。

３�　ギプス包帯を用いた場合は、Ｂ種及びＡ種に
242点を加える。

非観血整復術 804 238 　固定処置を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用い
た場合は、Ｂ種及びＡ種に61点を加える。また、ギ
プス包帯を使用した場合は、Ｂ種及びＡ種に242点
を加える。

95　ナックル整復 672 191 　固定処置を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用い
た場合は、Ｂ種及びＡ種に61点を加える。また、ギ
プス包帯を使用した場合は、Ｂ種及びＡ種に242点
を加える。

96　脱 臼
きゅう

整 復 778 212 　靭帯、腱等の損傷部位の固定処置を含む。ただし、
伸縮性接着包帯を用いた場合は、Ｂ種及びＡ種に61
点を加える。また、ギプス包帯を使用した場合は、
Ｂ種及びＡ種に242点を加える。

97　膝
しつ

蓋
がい

関節脱 臼
きゅう

整復手術
625 42 　観血手術の場合をいう。

98　蹄
てい

病 手 術 793 61 １�　蹄
てい

冠部又は蹄
てい

角質部の病巣を切開又は摘出する
場合をいい、被覆材料を含む。ただし、伸縮性接
着包帯を用いた場合は、Ｂ種及びＡ種に31点を加
える。また、蹄

てい

底ブロック又はギプス包帯を使用
した場合は、Ｂ種及びＡ種に176点を加える。

２�　２肢以上行った場合は、１肢増すごとにＢ種に
404点、Ａ種に41点を加える。ただし、伸縮性接
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Ｂ種 Ａ種
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着包帯を用いた場合は、１肢につきＢ種及びＡ種
に31点を、蹄

てい

底ブロック又はギプス包帯を用いた
場合は、１肢につきＢ種及びＡ種に176点を加え
る。

３�　断蹄
てい

手術の場合は、Ｂ種を1,672点、Ａ種を105
点とする。

その他の手術
99　切 開 手 術 　膿

のう

瘍
よう

、癤
せつ

、癰
よう

、フレグモーネ、挫傷等の切開（患
部の切開、排膿

のう

、薬液洗浄等切開に伴う一切の治療
処置を含む。）をいい、被覆材料を含む。

小（20センチメート
ル ま で）
第 １ 回 281 39
第２回以後 160 20
大（20センチメート

ルを超えるもの）
第 １ 回 628 62
第２回以後 226 32

100　麻 酔 術 322 12 １�　全身麻酔であって中麻酔又は深麻酔に限る。
２�　使用した医薬品については、別に定める薬価基
準表に基づいて増点することができる。

101　焼 烙
らく

138 11 　点状焼烙
らく

、線状焼烙
らく

、穿
せん

刺焼烙
らく

等をいう。

〔第９入院料〕
102　入 院 １�　１日についての点数とする。

２�　飼料代及び暖房料は含まない。
牛 ・ 馬 250 36
種 豚 95 18

〔注〕１�　Ｂ種の項に係る点数は農業災害補償法施行規則第33条第１項の規定、Ａ種の項に
係る点数は同規則第34条の３第１項の規定によるものである。
２�　本表に表示のない診療については、その都度農林水産省経営局長に相談し、最も
近似する診療として準用するべき旨を同局長から通知された本表の治療、処置、手
術等に係る点数を適用する。
３�　薬価基準表は、付表のとおりとする。



【別表】

往 診 の 備 考 の 積 雪 地 域

北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県
及び鳥取県の区域並びに次の表の市町村名の欄に掲げる市町村の区域

府 県 名 郡 名 市　　　　町　　　　村　　　　名
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宮 城 県 仙台市（旧宮城町、旧秋保町のみ）
白石市
栗原市（旧瀬峰町を除く。）
大崎市（旧古川市、旧岩出山町、旧鳴子町のみ）

刈 田 郡 蔵王町、七ヶ宿町
柴 田 郡 川崎町
加 美 郡 加美町（旧小野田町、旧宮崎町のみ）

福 島 県 福島市（旧松川町、旧信夫村、旧飯野町を除く。）
会津若松市
郡山市（旧湖南村のみ）
喜多方市

岩 瀬 郡 天栄村
南会津郡 南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町
耶 麻 郡 北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町
河 沼 郡 会津坂下町、湯川村、柳津町
大 沼 郡 会津美里町、三島町、金山町、昭和村

栃 木 県 日光市（旧今市市、旧足尾町を除く。）
那須塩原市（旧黒磯市、旧塩原町のみ）

那 須 郡 那須町

群 馬 県 沼田市（旧白沢村を除く。）
渋川市（旧赤城村、旧北橘村を除く。）
高崎市（旧倉渕村、旧箕郷町、旧榛名町のみ）

北群馬郡 榛東町、吉岡町
吾 妻 郡 中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村
利 根 郡 片品村、川場村、みなかみ町



府 県 名 郡　　名 市　　　　町　　　　村　　　　名
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山 梨 県 南アルプス市（旧芦安村のみ）
南巨摩郡 早川町

長 野 県 長野市（旧篠ノ井市、旧松代町、旧川中島町、旧更北村、旧信更
村を除く。）
上田市（旧塩田町、旧川西村、旧丸子町、旧武石村を除く。）
須坂市（旧東村のみ）
中野市
大町市（旧八坂村を除く。）
飯山市
松本市（旧安曇村のみ）
安曇野市（旧穂高町、旧堀金村のみ）
飯田市（旧南信濃村のみ）

北安曇郡 松川村、白馬村、小谷村
上高井郡 高山村
下高井郡 山ノ内町、木島平村、野沢温泉村
上水内郡 信濃町、飯綱町、小川村
下水内郡 栄村

岐 阜 県 高山市
山県市（旧美山町のみ）
郡上市（旧美並村、旧和良村を除く。）
本巣市（旧根尾村のみ）
下呂市（旧馬瀬村のみ）
飛騨市
関市（旧洞戸村、旧板取村のみ）

不 破 郡 関ヶ原町
揖 斐 郡 揖斐川町
大 野 郡 白川村

静 岡 県 静岡市（旧井川村のみ）
浜松市（旧水窪町のみ）



府 県 名 郡　　名 市　　　　町　　　　村　　　　名
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滋 賀 県 大津市（旧堅田町のみ）
長浜市（旧びわ町、旧湖北町、旧虎姫町、旧高月町を除く。）
高島市（旧マキノ町、旧今津町、旧朽木村のみ）
米原市（旧山東町、旧伊吹町のみ）

京 都 府 福知山市（旧三和町を除く。）
舞鶴市
綾部市
宮津市
京丹後市
南丹市（旧美山町のみ）

与 謝 郡 与謝野町、伊根町

兵 庫 県 豊岡市
養父市
丹波市（旧青垣町のみ）
朝来市
宍粟市（旧波賀町、旧千種町のみ）

美 方 郡 新温泉町、香美町

島 根 県 益田市（旧匹見町のみ）
安来市（旧広瀬町、旧伯太町のみ）
雲南市（旧掛合町、旧吉田村のみ）
浜田市（旧金城町、旧旭町のみ）

仁 多 郡 奥出雲町
飯 石 郡 飯南町
邑 智 郡 美郷町（旧大和村のみ）、邑南町

岡 山 県 津山市（旧久米町を除く。）
新見市（旧哲多町、旧哲西町を除く。）
真庭市（旧北房町、旧勝山町、旧落合町、旧久世町を除く。）
美作市（旧美作町、旧作東町、旧英田町を除く。）

真 庭 郡 新庄村



府 県 名 郡　　名 市　　　　町　　　　村　　　　名
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苫 田 郡 鏡野町（旧富村、旧奥津町、旧上齋原村のみ）
勝 田 郡 奈義町
英 田 郡 西粟倉村

広 島 県 廿日市市（旧吉和村のみ）
安芸高田市（旧美土里町、旧高宮町のみ）
三次市（旧君田村、旧布野村、旧作木村のみ）
庄原市（旧西城町、旧東城町、旧口和町、旧高野町、旧比和町のみ）

山 県 郡 安芸太田町（旧戸河内町のみ）、北広島町

（備考）�　この表の「市町村名」に掲げる名称は、平成23年４月１日において、それらの名
称を有する市、町又は村の地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそ
れらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
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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〕、〔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、これを除いたも
のとして五十音順に配列した。
３�　品名欄は、局方医薬品については局方医薬品名を、局方外医薬品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15改正日本薬局方収載医薬品である。
４�　会社名の欄には、製造販売会社名を記載した。
５�　局方医薬品及び一般名で統一した医薬品については、その下に販売名を掲げ、製造販
売会社名を記載した。
６�　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。
⑴�　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瓶中にリンゲル液500mLを含有するものを示す。

⑵�　薬剤の濃度、容量及び容器形態で規定しているもの
例）局�クロルプロマジン塩酸塩注射液…１％５mL１Ａ
　１アンプル中に、クロルプロマジン塩酸塩の濃度が１％である注射液を５mL含
有するものを示す。

⑶�　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…２㎎１mLＶ
　１mL中にエストラジオール安息香酸エステルが２㎎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。
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７�　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。
８�　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。
９�　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。
10�　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23年６月30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。
⑴�　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。
⑵�　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表
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。
⑶�　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、診療点数には算入し
ないものとする。
⑷�　局方医薬品及び一般名でこの薬価基準表に収載されている医薬品については、同医
薬品のうち、いずれの製造販売会社をも掲げていないものに限り、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。
⑸�　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、会社の
合併等による薬事法（昭和35年法律第145号）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、この
薬価基準表の価額によって算定するものとする。
⑹�　第５部に掲げた医薬品については、平成23年７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、共済加入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も加わえるものではない。



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

あ

第１部　注 射 薬
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あ

局�アスコルビン酸注射液 2,500㎎10mL１Ａ 85.00 ビタミンＣ注
射薬

　アスコルビン酸注射液 2,500㎎10mL１Ａ 85.00

動物用25％ビタミンＣ注 
ＮＺ 日本全薬工業

　アスポキシシリン注射液 50㎎（力価）Ｖ 22.00

タナロキシン注 ＤＳファーマ
ア ニ マ ル ヘ ル ス

局�アドレナリン注射液 0.1％１mL１Ａ 94.00 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 81.00

オキソカンファー注射液 
「理研」 理研畜産化薬

　アミノエチルスルホン酸注射液 ５％50mL１Ａ 112.00

タウリン注射液５％ 共立製薬

　アモキシシリン油性懸濁注射液 150㎎（力価）１mLＶ 25.00

アモスタックＬＡ注 明治製菓

　安息香酸ナトリウムカフェイン
注射液 20％10mL１Ａ 86.00

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 50㎎（力価）１mLＶ 15.00

ビクシリンゾル―５％明治 明治製菓

　アンピシリン注射液 150㎎（力価）１mLＶ 40.00

アンピシリンゾル15％ 
「ＫＳ」 共立製薬

アンピシリン
ゾル15％「Ｋ
ＭＫ」「ＫＳ
Ｋ」

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 明治製菓

水性懸濁アンピシリン注 
「明治」 明治製菓

　アンピシリン注射液 200㎎（力価）１mLＶ 28.00
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品　　　　　　　　　　名 会 社 名 規　 格　 ・　 単　 位 薬　　　価
円　 備　　考

あ 注 射 薬

水性アンピシリン注 
「ＫＳ」 共立製薬

水性アンピシ
リン注「ＫＭ
Ｋ」「ＫＳＫ」

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

アンピシリン
ゾル20％「Ｋ
ＭＫ」「ＫＳ
Ｋ」

ビクシリンゾル―20％明治 明治製菓

　注射用アンピシリンナトリウム １ｇ（力価）１Ｖ 205.00

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 719.00

注射用アンピシリンＮａ 
「ＫＳ」 共立製薬

注射用アンピ
シ リ ン Ｎ ａ
「ＫＭＫ」「Ｋ
ＳＫ」

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 明治製菓

　注射用アンピシリンナトリウム ４ｇ（力価）１Ｖ 800.00

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 明治製菓

　注射用アンピシリンナトリウム ５ｇ（力価）１Ｖ 810.00

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 Ｎ ａ
「ＫＭＫ」「Ｋ
ＳＫ」

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 977.00

注射用ビクシリン 明治製菓

　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 ４ｇ（力価）１Ｖ 945.00

注射用ベテシリン 明治製菓

　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 ６ｇ（力価）１Ｖ 958.00

インタゲン フジタ製薬
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品　　　　　　　　　　名 会 社 名 規　 格　 ・　 単　 位 薬　　　価
円　 備　　考

あ―え注 射 薬

　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 ８ｇ（力価）１Ｖ 1,281.00

注射用ベテシリン 明治製菓

い

局�インスリン亜鉛水性懸濁注射液 40単位１mL１Ｖ 191.00

　インフェゾール―Ｖ注射液 日本全薬工業 500mL１Ｖ 257.00

う

　ウルソデオキシコール酸注射液 １％10mLＶ 250.00

ウルソＶ注射液1000 ＤＳファーマ
ア ニ マ ル ヘ ル ス

　ウルソデオキシコール酸注射液 2.4％20mLＶ 451.00

ウルソデスオキシコール酸
注2.4％「フジタ」 フジタ製薬

　ウルソデオキシコール酸注射液 2.4％50mLＶ 1,233.00

ウルソデスオキシコール酸
注2.4％「フジタ」 フジタ製薬

　ウルソデオキシコール酸注射液 2.5％10mLＶ 224.00

ウルソＨ注射液 ＤＳファーマ
ア ニ マ ル ヘ ル ス

ウルソデスオキシコール酸
「文永堂」―静注― 文永堂製薬

　ウルソデオキシコール酸注射液 2.5％20mL１Ｖ 389.00

ＵＤＣＡ注射液「ＫＳ」 共立製薬 ＵＤＣＡ注射
液「ＫＭＫ」
「ＫＳＫ」

　ウルソデオキシコール酸注射液 10％10mLＶ 751.00

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 38.00
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局�エストラジオール安息香酸エス
テル注射液 ２㎎１mLＶ 56.00

安息香酸エス
トラジオール
注射液

　エストラジオール安息香酸エス
テル注射液 ２㎎１mLＶ 56.00

エストラジオール注 
「ＫＳ」 共立製薬

エ ス ト ラ ジ
オール注「Ｋ
ＭＫ」「ＫＳ
Ｋ」

動物用オバホルモン注 あすか製薬

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 ５㎎１mLＶ 126.00

動物用ホーリン50 あすか製薬

　エチプロストントロメタミン注
射液 2.5㎎１mLＶ 631.00

プロスタベットＣ ビルバック 
ジ ャ パ ン

　ＡＤ３Ｅ注「文永堂」 文永堂製薬 １mLＶ 43.00

　エリスロマイシン注射液 50㎎（力価）１mLＶ 15.00

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 60.00

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 50㎎（力価）１mLＶ 12.00

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 ＯＴＣ注「Ｋ
ＭＫ」「ＫＳ
Ｋ」

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 100㎎（力価）１mLＶ 15.00

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 0.03㎎１mLＶ 124.00

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 100㎎５％500mL１Ｖ 168.00

ビタミンＢ１加ブドウ糖Ｖ
注射液５％ 日本全薬工業
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え注 射 薬

動物用ビタミンＢ１加ブド
ウ糖注５％「ＫＳ」 共立製薬

動物用ビタミ
ンＢ１加ブド
ウ 糖 注 ５ ％
「ＫＭＫ」「Ｋ
ＳＫ」

５％ブドウ糖ビタミンＢ１
注射液 山一薬品産業

　塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 200㎎５％1,000mL１Ｖ 263.00

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

動物用ビタミ
ンＢ１加ブド
ウ 糖 注 ５ ％
「ＫＭＫ」「Ｋ
ＳＫ」

　塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 10㎎10％50mL１Ａ 79.00

10％ブドウ糖ビタミンＢ１
注射液 山一薬品産業

　塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 100㎎10％500mL１Ｖ 203.00

10％ブドウ糖ビタミンＢ１
注射液 山一薬品産業

　塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 10㎎25％50mL１Ａ 85.00

25％ブドウ糖ビタミンＢ１
注射液 山一薬品産業

　塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 20㎎25％100mL１Ａ 140.00

25％ブドウ糖ビタミンＢ１
注射液 山一薬品産業

　塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 25㎎25％100mL１Ａ 142.00

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 100㎎25％500mL１Ｖ 215.00

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

動物用ビタミ
ンＢ１加ブド
ウ 糖 注25 ％
「ＫＭＫ」「Ｋ
ＳＫ」

25％ブドウ糖ビタミンＢ１
注射液 山一薬品産業

ビタミンＢ１加ブドウ糖注
25％「フジタ」 フジタ製薬

　塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 125㎎25％500mL１Ｖ 263.00

理研25％ブドウ糖Ｂ１注射
液 理研畜産化薬
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え 注 射 薬

　塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 200㎎25％1,000mL１Ｖ 378.00

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 100㎎40％500mL１Ｖ 257.00

ビタミンＢ１加ブドウ糖Ｖ
注射液40％ 日本全薬工業

ビタミンＢ１加ブドウ糖注
40％「フジタ」 フジタ製薬

40％ブドウ糖ビタミンＢ１
注射液 山一薬品産業

　塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 10㎎50％50mL１Ａ 94.00

50％ブドウ糖ビタミンＢ１
注射液 山一薬品産業

　塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 12.5㎎50％50mL１Ａ 95.00

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 20㎎50％100mL１Ａ（Ｖ） 157.00

50％ブドウ糖ビタミンＢ１
注射液 山一薬品産業

　塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 25㎎50％100mL１Ａ（Ｖ） 159.00

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 100㎎50％500mL１Ｖ 294.00

ビタミンＢ１加ブドウ糖Ｖ
注射液50％ 日本全薬工業

50％ブドウ糖ビタミンＢ１
注射液 山一薬品産業

　塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 125㎎50％500mL１Ｖ 348.00

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 50㎎500mL１Ｖ 175.00

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 100㎎1,000mL１Ｖ 297.00

ビタミンＢ１加リンゲル液 共立製薬
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え―お注 射 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Ｂ12注ヤマイチ 山一薬品産業 50mL１Ａ 390.00

　塩酸メトクロプラミド注射液 50㎎10mL１Ａ（Ｖ） 163.00

動物用テルペラン注 あすか製薬

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 100㎎10mL１Ａ（Ｖ） 326.00

動物用メトクロ注10 
「ＫＳ」 共立製薬

動物用メトク
ロ注10「ＫＭ
Ｋ」「ＫＳＫ」

　塩酸リンコマイシン注射液 100㎎（力価）１mLＶ 63.00

動物用リンコシン注射液 
100㎎ ファイザー

リンコマイシン注100 
「フジタ」 フジタ製薬

　塩酸リンコマイシン注射液 300㎎（力価）１mLＶ 158.00

動物用リンコシン注射液 
300㎎ ファイザー

　動物用エンドコール注 B.I.ベトメディカ
ジ ャ パ ン 100㎎10mLＶ 166.00

　エンロフロキサシン注射液 ５％１mLＶ 53.00

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 108.00

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 50㎎（力価）１mLＶ 15.00

動物用ユナシリン注 文永堂製薬

　オキシテトラサイクリン注射液
（持続化製剤） 200㎎（力価）１mLＶ 53.00

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
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お―か 注 射 薬

テラマイシン・ＬＡ注射液 ファイザー
局�オキシトシン注射液 50単位５mL１Ａ 228.00

　オキシトシン注射液 50単位５mL１Ａ 228.00

動物用アトニン―Ｏ あすか製薬

動物用オキシトシン注射液
ＤＳＰ ナガセ医薬品

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

　オスカリンＳ 橋本薬品 50mL１Ａ 105.00

　オスカリンＳ 橋本薬品 100mL１Ａ 211.00

　オスカリンＳ 橋本薬品 300mL１Ａ 330.00

　オバプロンデポ 共立製薬 ５mL 336.00

　オルビフロキサシン注射液 50㎎１mLＶ 48.00

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 100㎎（力価）Ｖ 11.00 硫酸カナマイ
シン

注射用硫酸カナマイシン 
明治 明治製菓

　カルベトシン注射液 50㎍１mLＶ 134.00

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 299.00

局�果糖注射液 ５％500mL１Ｖ 148.00

　果糖注射液 ５％1,000mL１Ｖ 251.00

果糖注５％「フソー」 扶桑薬品工業

　カルコンＳ注ヤマイチ 山一薬品産業 500mL１Ｖ 2,610.00

　カルシドン フジタ製薬 250mL１Ｖ 487.00

　カルシドン フジタ製薬 500mL１Ｖ 779.00

　カルマデックス注 フジタ製薬 250mL１Ｖ 504.00



37（ ）

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

か―き注 射 薬

　カルマデックス注 フジタ製薬 500mL１Ｖ 924.00

き

　キシラジン注射液 ２％１mLＶ 176.00

エマサス２％注射液 イ ン タ ー ベ ッ ト

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 484.00

キシリット注10％ 日本全薬工業

　キシリトール注射液 25％500mL１Ｖ 667.00

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 キシリット注
25％「ＫＭＫ」
「ＫＳＫ」

キシリット注25％「フジタ」 フジタ製薬

　キシリトール注射液 25％1,000mL１Ｖ 822.00

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 キシリット注
25％「ＫＭＫ」
「ＫＳＫ」

　キモトリプシン注射液 5,000単位１Ａ 248.00

動物用キモチーム5,000単位 あすか製薬

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 231.00

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 735.00

動物用キモチーム 
25,000単位 あすか製薬

キモトリプシン―25 日本全薬工業

　強力ＯＳＭ 日本全薬工業 100mL１Ｖ 252.00

　強力カルコン―Ｓ注ヤマイチ 山一薬品産業 500mL１Ｖ（ＰＢ） 653.00

　強力ハイチオニン注射液ヤマイチ 山一薬品産業 50mL１Ａ 522.00

　強力ハイチオニン注射液ヤマイチ 山一薬品産業 500mL１Ｖ 1,740.00
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く―け 注 射 薬

く

　グルコン酸カルシウム注射液 20％100mL１Ａ 173.00

グルカ注20％ 共立製薬

　グルコン酸カルシウム注射液 20％250mL１Ｖ 464.00

カルシクス フジタ製薬

　グルコン酸カルシウム注射液 20％500mL１Ｖ 552.00

カルシクス フジタ製薬

グルカ注20％ 共立製薬

　グルコン酸カルシウム注射液 20％800mL１Ｖ 898.00

グルカ注20％ 共立製薬

　クロプロステノール注射液 0.5㎎２mL 1,124.00

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

クロプロ（フジ）263 富士ケミカル

レジプロン―Ｃ あすか製薬

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 588.00

ダルマジン 共立製薬
局�クロルプロマジン塩酸塩注射液 １％５mL１Ａ 99.00 塩酸クロルプ

ロマジン注射
液

け

　Ｋチオニン注Ｍ 理研畜産化薬 100mL１Ｖ 204.00

　Ｋチオニン注Ｃ 理研畜産化薬 20mL１Ｖ 102.00

　Ｋチオニン注Ｃ 理研畜産化薬 100mL１Ｖ 456.00

局�血清性性腺刺激ホルモン 1,000単位１Ａ 984.00 Ｐ Ｍ Ｓ Ｇ

　血清性性腺刺激ホルモン 1,000単位１Ａ 620.00 Ｐ Ｍ Ｓ Ｇ

セラルモン1000 共立製薬

動物用セロトロピン あすか製薬
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け―さ注 射 薬

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

　ケトプレックス 共立製薬 500mL１Ｖ 607.00

こ

　高張食塩Ｖ注射液 日本全薬工業 500mL１Ｖ 330.00

　高張食塩注「ＫＳ」 共立製薬 1,000mL１Ｖ 567.00
高 張 食 塩 注
「ＫＭＫ」「Ｋ
ＳＫ」

　高張食塩Ｖ注射液 日本全薬工業 1,000mL１Ｖ 567.00

　コレカルシフェロール注射液 100万単位１mL 113.00

オスビタン―1000 共立製薬

オスビタン・Ｓ 共立製薬

デュファフラルＤ３―1000 ファイザー

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

　酢酸ヒドロキソコバラミン注射液 ２㎎10mL１Ａ 174.00

ハイコバラ 共立製薬

ヤマーレット注 山一薬品産業

　酢酸フェルチレリン注射液 50㎍１mL 398.00

コンサルタン注射液 あすか製薬

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

フェルチレリン注「フジタ」 フジタ製薬

ボンサーク注 明治製菓

　酢酸フェルチレリン注射液 100㎍２mL１Ａ 819.00

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
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さ―し 注 射 薬

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 100㎍２mL１Ｓ 840.00

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 200㎍４mL１Ａ 1,890.00

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

　酢酸ブセレリン注射液 4.2㎍１mLＶ 347.00

動物用イトレリン注射液 Ｉ Ｌ Ｓ

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 244.00

　酢酸リンゲル―Ｖ注射液 日本全薬工業 1,000mL１Ｖ 366.00

　サノリン 理研畜産化薬 100mL１Ａ（Ｖ） 247.00

　サリチル酸ナトリウム臭化カル
シウムブドウ糖注射液 ５％50mL１Ａ（Ｖ） 146.00

ザルソグロ糖注 山一薬品産業

ザルソブロカ糖注５％ 
「ＫＳ」 共立製薬

ザルソブロカ
糖注５％「Ｋ
ＭＫ」「ＫＳ
Ｋ」

　サリチル酸ナトリウム臭化カル
シウムブドウ糖注射液 ５％100mL１Ａ（Ｖ） 251.00

ザルソグロ糖注 山一薬品産業

ザルソブロカ糖注ＮＺ 日本全薬工業

ザルソブロカ糖注５％ 
「ＫＳ」 共立製薬

ザルソブロカ
糖注５％「Ｋ
ＭＫ」「ＫＳ
Ｋ」

し

　ジノプロスト注射液 ２㎎１mLＶ 188.00

パナセラン・Ｆ液 明治製菓

　ジノプロスト注射液 ５㎎１mLＶ 286.00

パナセラン・Ｈｉ 明治製菓
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品　　　　　　　　　　名 会 社 名 規　 格　 ・　 単　 位 薬　　　価
円　 備　　考

し―す注 射 薬

動物用プロナルゴンＦ注射液 ファイザー

　ジミナゼン １ｇ１Ｖ 2,100.00

ガナゼック ノバルティス
ア ニ マ ル ヘ ル ス

　臭化プリフィニウム注射液 75㎎10mL１Ａ 504.00

パドリン注 イ ン タ ー ベ ッ ト

　シングロン注 文永堂製薬 500mL１Ｖ 1,033.00

す

　スパドリン注 理研畜産化薬 10mLＶ 81.00

局�スルピリン注射液 40％５mL１Ａ 75.00

　スルピリン注射液 40％５mL１Ａ 75.00

動物用40％スルピリン注 日本全薬工業
局�スルピリン注射液 40％10mL 95.00

　スルピリン注射液 40％10mL 95.00

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

動物用スルピ
リ ン 注40 ％
「ＫＭＫ」「Ｋ
ＳＫ」

　スルファジメトキシン注射液 10％100mL１Ａ（Ｖ） 252.00

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

ジメトキシン注「ＫＳ」 共立製薬 ジメトキシン
注「ＫＭＫ」
「ＫＳＫ」

　スルファジメトキシン注射液 20％100mL１Ｖ 523.00

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 10％100mL１Ｖ 400.00

ダイメトン注 フジタ製薬

　スルファモノメトキシン注射液 20％100mL１Ｖ 683.00

ダイメトンＢ注20％ フジタ製薬
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品　　　　　　　　　　名 会 社 名 規　 格　 ・　 単　 位 薬　　　価
円　 備　　考

せ 注 射 薬

せ

局�生理食塩液 20mL１Ａ 61.00

局�生理食塩液 500mL１Ｖ 121.00

生理食塩液ＰＬ「フソー」 扶桑薬品工業 フィシザルツ

局�生理食塩液 1,000mL１Ｖ 241.00

生理食塩液ＰＬ「フソー」 扶桑薬品工業 フィシザルツ

　生理食塩液 1,000mL１Ｖ 197.00

動物用生食Ｖ注射液 日本全薬工業

　ゼノビタンＡＤ３Ｅ注 日本全薬工業 １mLＶ 38.00

　セファゾリンナトリウム注射液 １ｇ（力価）１Ｖ 350.00

セファゾリン注「フジタ」 フジタ製薬

動物用セファゾリン注 
「明治」 大洋薬品工業

　セファゾリンナトリウム注射液 ２ｇ（力価）１Ｖ 550.00

動物用セファゾリン注 
「明治」 大洋薬品工業

　セファゾリンナトリウム注射液 ３ｇ（力価）１Ｖ 819.00

セファゾリン注「フジタ」 フジタ製薬

サファゾリン注「ＫＳ」 共立製薬

動物用セファゾリン注 
「明治」 大洋薬品工業

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 924.00

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） 1,943.00

エクセネル注 ファイザー

　セフチオフルナトリウム注射液 ４ｇ（力価） 7,268.00

エクセネル注 ファイザー

　前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 10ＡＵ１Ａ 1,512.00

アントリン・10 共立製薬

　前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 20ＡＵ１Ａ 2,862.00
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品　　　　　　　　　　名 会 社 名 規　 格　 ・　 単　 位 薬　　　価
円　 備　　考

せ―た注 射 薬

アントリン・20 共立製薬

　前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 40ＡＵ１Ａ 3,594.00

アントリン・40 共立製薬

そ

　ソムノペンチル 共立製薬 １mLＶ 35.00

た

　ダイサクサン 共立製薬 500mL１Ｖ 244.00

　ダイサクサン 共立製薬 1,000mL１Ｖ 366.00

　ダイナビタンＫ注射液 理研畜産化薬 100mL１Ｖ 332.00

　タイロシン注射液 2,000㎎（力価）10mLＶ 441.00

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 タイロシン注
200「ＫＭＫ」
「ＫＳＫ」

　タウチゲン注 理研畜産化薬 20mL１Ｖ 125.00

　タウチゲン注 理研畜産化薬 100mL１Ｖ 244.00

　タウロイチン注ヤマイチ 山一薬品産業 50mL１Ａ 376.00

　炭酸水素ナトリウム注射液 1.35％500mL１Ｖ 326.00 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％100mL１Ａ 260.00 重炭酸ナトリ
ウム注射液

ジュソー注ヤマイチ 山一薬品産業

　炭酸水素ナトリウム注射液 ７％500mL１ＰＢ（Ｖ） 281.00

重曹注 日本全薬工業

７％重曹注「ＫＳ」 共立製薬 ７ ％ 重 曹 注
「ＫＭＫ」「Ｋ
ＳＫ」

ジュソー注ヤマイチ 山一薬品産業

　ダンプロン 理研畜産化薬 20mL１Ｖ 200.00

　ダンプロン 理研畜産化薬 100mL１Ｖ 651.00
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品　　　　　　　　　　名 会 社 名 規　 格　 ・　 単　 位 薬　　　価
円　 備　　考

ち―て 注 射 薬

ち

　チアミンジスルフィド注射液 50㎎20mL１Ａ 106.00

ヤマナミン50注ヤマイチ 山一薬品産業

　チアミンジスルフィド注射液 100㎎20mL１Ａ 196.00

ヤマナミン100注ヤマイチ 山一薬品産業

　チアミンジスルフィド注射液 500㎎20mL１Ｖ 183.00

ネオバイタミンＨ フジタ製薬

　チアムリン注射液 200㎎（力価）１mLＶ 99.00

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 250㎎１mLＶ 58.00

ネオマイゾン注射液 共立製薬

　チオビタンＣ フジタ製薬 500mL１Ｖ 536.00

　チオプロニン注射液 ５％100mL１Ｖ 1,439.00

動物用チオラ注射液 あすか製薬
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 ファイザー

　チルミコシン注射液 300㎎（力価）１mLＶ 300.00

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 １㎎１mLＶ 13.00

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
ン注「ＫＭＫ」
「ＫＳＫ」

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 １㎎１mLＶ 49.00
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品　　　　　　　　　　名 会 社 名 規　 格　 ・　 単　 位 薬　　　価
円　 備　　考

て―と注 射 薬

水性デキサメサゾン注Ａ 日本全薬工業

　デュファフラル―フォルテ ファイザー １mLＶ 48.00

　デュファフラル―マルチ ファイザー １mLＶ 25.00

　デュファラルＡＤ３Ｅ ファイザー １mLＶ 51.00

と

　等張糖加リンゲル液 500mL１Ｖ 189.00

等張糖加リンゲル液 
「ＫＳ」 共立製薬

等張糖加リン
ゲル液「ＫＭ
Ｋ」「ＫＳＫ」

等張リンゲル糖―Ｖ注射液 日本全薬工業

　等張糖加リンゲル液 1,000mL１Ｖ 318.00

等張糖加リンゲル液 
「ＫＳ」 共立製薬

等張糖加リン
ゲル液「ＫＭ
Ｋ」「ＫＳＫ」

等張リンゲル糖―Ｖ注射液 日本全薬工業

　等張糖加乳酸リンゲル液 500mL１Ｖ 242.00

等張ハルゼン糖―Ｖ注射液 日本全薬工業

　等張糖加乳酸リンゲル液 1,000mL１Ｖ 331.00

等張ハルゼン糖―Ｖ注射液 日本全薬工業

等張糖加乳酸リンゲル液 
「ＫＳ」 共立製薬

等張糖加乳酸
リ ン ゲ ル 液
「ＫＭＫ」「Ｋ
ＳＫ」

　ドウペン イ ン タ ー ベ ッ ト １mLＶ 42.00

　トコフェロール注射液 50㎎１mLＶ 27.00

ビタミンイー注 日本全薬工業

　トップカルシウム注ヤマイチ 山一薬品産業 50mL１Ａ 325.00

　トップカルシウム注ヤマイチ 山一薬品産業 100mL１Ａ 648.00

　トラネキサム酸注射液 ５％10mLＶ 129.00

トラムリン注 日本全薬工業

バソラミン注 明治製菓

トンキー200 フジタ製薬 100mL 765.00
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品　　　　　　　　　　名 会 社 名 規　 格　 ・　 単　 位 薬　　　価
円　 備　　考

に―は 注 射 薬

に

　ニューグロン 共立製薬 100mL１Ｖ 221.00

　ニューグロン 共立製薬 250mL１Ｖ 683.00

　ニューグロン 共立製薬 500mL１Ｖ 835.00

　ニューグロン・Ｓ 共立製薬 500mL１Ｖ 824.00

　ニューグロンプラス 共立製薬 500mL１Ｖ 767.00

　ニューボロカールＡ 日本全薬工業 500mL１Ｖ 536.00

ね

　ネオアス注射液 東亜薬品 10mL 99.00

　ネオアスＰ 東亜薬品 10mL 55.00

　ネオグリセロ注 理研畜産化薬 100mL１Ｖ 231.00

　ネオサノリン 理研畜産化薬 100mL１Ａ 331.00

　ネオスズビタ注ヤマイチ 山一薬品産業 10mL１Ａ 127.00

　ネオスズビタ注ヤマイチ 山一薬品産業 20mL１Ａ 256.00

局�ネオスチグミンメチル硫酸塩注
射液 0.05％10mL１Ａ 68.00

メチル硫酸ネ
オスチグミン
注射液

　ネオスチグミンメチル硫酸塩注
射液 0.05％10mL１Ａ 68.00

動物用パラスチミン 日本全薬工業

動物用ワゴスミン 共立製薬

　ネオニューリン注 フジタ製薬 100mLＶ 242.00

　ネオニューリン注 フジタ製薬 250mLＶ 616.00

　ネオニューリン注 フジタ製薬 500mLＶ 982.00

　ネオヘキサメチオニン フジタ製薬 100mL１Ｖ 210.00

は

　ハイチオニン注射液ヤマイチ 山一薬品産業 50mL１Ａ 215.00
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品　　　　　　　　　　名 会 社 名 規　 格　 ・　 単　 位 薬　　　価
円　 備　　考

は―ひ注 射 薬

　ハイチオニン注射液ヤマイチ 山一薬品産業 500mL１Ｖ 1,188.00

　破傷風血清 330単位１mLＶ 272.00

破傷風血清 北里研究所

　パパリンデイ注 フジタ製薬 20mL１Ｖ 196.00

　ハルゼン―Ｖ注射液 日本全薬工業 500mL１Ｖ 197.00

　ハルゼン―Ｖ注射液 日本全薬工業 1,000mL１Ｖ 310.00

　ハル糖―Ｖ注射液 日本全薬工業 500mL１Ｖ 356.00

　ハル糖―Ｖ注射液 日本全薬工業 1,000mL１Ｖ 450.00

　パンカル注50㎎ フジタ製薬 100mL１Ｖ 1,785.00

　パンチクロン注 理研畜産化薬 20mL１Ｖ 202.00

　パンチクロン注 理研畜産化薬 100mL１Ｖ 259.00

　パンテチン注射液 10％20mL１Ａ 546.00

イプコン注10％ 大洋薬品工業

　パンテチン注射液 20％50mL１Ｖ 2,000.00

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 7,770.00

ハイオネート バイエル薬品

　ヒスタミンＢ６注「文永堂」 文永堂製薬 10mLＶ 53.00

　ビタゴールド 理研畜産化薬 500mL１Ｖ 655.00

　ビタレラＡＤ３Ｅ フジタ製薬 １mLＶ 34.00

　ビタロング注 共立製薬 ５mL１Ａ 201.00

　ビタロング・フォルテ 共立製薬 １mLＶ 34.00

局�ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 1,500単位１Ａ 336.00 ＨＣＧ、胎盤
性性腺刺激ホ
ルモン

　ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 1,500単位１Ａ 336.00

ゲストロン1500 共立製薬

動物用プベローゲン 
1,500単位 日本全薬工業

局�ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 3,000単位１Ａ 557.00 ＨＣＧ、胎盤
性性腺刺激ホ
ルモン

　ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 3,000単位１Ａ 557.00
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品　　　　　　　　　　名 会 社 名 規　 格　 ・　 単　 位 薬　　　価
円　 備　　考

ひ―ふ 注 射 薬

ゲストロン3000 共立製薬

動物用ゴナトロピン3000 あすか製薬

動物用コリホルモン 
3,000単位 日本全薬工業

動物用プベローゲン 
3,000単位 日本全薬工業

局�ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 5,000単位１Ａ 672.00 ＨＣＧ、胎盤
性性腺刺激ホ
ルモン

　ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 5,000単位１Ａ 672.00

ゲストロン5000 共立製薬

動物用ゴナトロピン5000 あすか製薬

動物用プベローゲン 
5,000単位 日本全薬工業

局�ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 6,000単位１Ａ 900.00 ＨＣＧ、胎盤
性性腺刺激ホ
ルモン

　ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 6,000単位１Ａ 900.00

動物用コリホルモン 
6,000単位 日本全薬工業

局�ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 10,000単位１Ａ 1,100.00 ＨＣＧ、胎盤
性性腺刺激ホ
ルモン

　ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 10,000単位１Ａ 1,100.00

ゲストロン10000 共立製薬

動物用ゴナトロピン10000 あすか製薬

動物用コリホルモン 
10,000単位 日本全薬工業

　ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 10,000単位１Ｖ 1,838.00 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

　ピラピリン 日本全薬工業 100mL１Ｖ 273.00

　ヒロイザールＳ 橋本薬品 50mL１Ａ 117.00

　ヒロイザールＳ 橋本薬品 100mL１Ａ 236.00

ふ

　フィトナジオン注射液 50㎎10mL１Ａ 189.00

ビタミンＫ１注 日本全薬工業
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円　 備　　考

ふ注 射 薬

　フスクロン注 共立製薬 10mL１Ａ 88.00

局�ブドウ糖注射液 ５％50mL１Ｖ 101.00

局�ブドウ糖注射液 ５％100mL１Ｖ 105.00

局�ブドウ糖注射液 ５％250mL１Ｖ 120.00

局�ブドウ糖注射液 ５％500mL１Ｖ 134.00

ブドウ糖注５％ＰＬ 
「フソー」 扶桑薬品工業

グ ル ノ ン ―
５％

局�ブドウ糖注射液 ５％1,000mL１Ｖ 221.00

ブドウ糖注５％ＰＬ 
「フソー」 扶桑薬品工業

グ ル ノ ン ―
５％

局�ブドウ糖注射液 10％500mL１Ｖ 127.00

局�ブドウ糖注射液 20％500mL１Ｖ 177.00

局�ブドウ糖注射液 50％20mL１Ａ 61.00

　動物用フリートミン注射液 共立製薬 １mLＶ 16.00

　フルスルチアミン注射液 100㎎20mL１Ａ 221.00

アニビタン100注射液 ナガセ医薬品

　フルスルチアミン注射液 500㎎100mL１Ｖ 1,050.00

アニビタン500注射液 ナガセ医薬品

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 155.00

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５％ 
「フジタ」 フジタ製薬

　フルニキシンメグルミン注射液 16.6％１mLＶ 186.00

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 10㎎１mLＶ 14.00

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「Ｋ
ＭＫ」「ＫＳ
Ｋ」

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

ふ―へ 注 射 薬

プレドニゾロン（フジ）注 富士ケミカル

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 200㎎５mL１Ａ 470.00

動物用ルテオーゲンＬ 日本全薬工業

　プロチオン 日本全薬工業 500mL１Ｖ 599.00

　フロルフェニコール注射液 10％１mLＶ 47.00

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射液 20％１mLＶ 93.00

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

へ

　ベルベリン注射液 0.2％100mL１Ｖ 184.00

タカベリン 共立製薬

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 546.00 結晶ペニシリ
ンＧカリウム

結晶ペニシリンＧ明治 明治製菓

　ベンジルペニシリンプロカイン
注射液 600万単位20mLＶ 202.00

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



51（ ）

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

へ―ほ注 射 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「文永堂」 文永堂製薬

懸濁水性プロカインペニシ
リンＧ明治 明治製菓

動物用プロカインペニシリ
ンＧゾル「ＫＳ」 共立製薬

動物用プロカ
インペニシリ
ンＧゾル「Ｋ
ＭＫ」「ＫＳ
Ｋ」

　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

ＰＣ・Ｇ20万単位
ＤＳＭ250㎎（力価）

１mLＶ 10.00
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

動物用マイシ
リンゾル「Ｋ
ＭＫ」「ＫＳ
Ｋ」

マイシリン・ゾル「タムラ」 田村製薬

マイシリンゾル明治 明治製菓

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 840.00

ホスホマイシン注「フジタ」 フジタ製薬

動物用ホスミシンＳ 
（静注用） 明治製菓

　ホスホマイシンナトリウム注射液 ３ｇ（力価）１Ｖ 1,134.00

ホスホマイシン注「フジタ」 フジタ製薬

　ホスホマイシンナトリウム注射液 ６ｇ（力価）１Ｖ 2,231.00

ホスホマイシン注「フジタ」 フジタ製薬

　ホルモニプラオキシトシン注射液 日本全薬工業 100単位10mL１Ｖ 456.00

　ボロカノン 理研畜産化薬 300mL１Ｖ 503.00

　ボロカノン 理研畜産化薬 500mL１Ｖ 534.00

　ボロカール 日本全薬工業 500mL１Ｖ 593.00

　ボマフェロン20 日本全薬工業 100mL 765.00



52（ ）

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

ま―よ 注 射 薬

ま

　マルボフロキサシン

マルボシル２％ 明治製菓 20㎎（力価）１mLＶ 58.00

マルボシル10％ 明治製菓 100㎎（力価）１mLＶ 238.00

め

　メシリナム 500㎎（力価）Ｖ 323.00

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 25㎎１mLＶ 48.00

アドボシン注射液 ファイザー

　メチリット注 文永堂製薬 100mL１Ｖ 273.00

　メナジオン亜硫酸水素ナトリウ
ム注射液 400㎎20mL１Ｖ 162.00

ビタミンＫ３注「フジタ」 フジタ製薬

　メロキシカム 20㎎１mL 292.00

メタカム２％注射液 B.I.ベトメディカ
ジ ャ パ ン

よ

　ヨウ化カルシウム注射液 ３％100mL１Ａ 779.00

３％ヨードカルヤマイチ注 山一薬品産業

　ヨウ化カルシウム注射液 10％50mL１Ａ 196.00

10％ヨードカルヤマイチ注 山一薬品産業

　ヨウ化カルシウム注射液 10％100mL１Ａ 704.00

10％ヨードカルヤマイチ注 山一薬品産業



53（ ）

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

ら―り注 射 薬

ら

　ラドン 日本全薬工業 10mL１Ａ 56.00

　ラドン 日本全薬工業 20mL１Ａ 95.00

り

　硫酸カナマイシン注射液 100㎎（力価）１mLＶ 11.00

カナマイシン注ＮＺ 日本全薬工業

カナマイ（フジ）100 富士ケミカル

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 明治製菓

硫酸カナマイシン注100 
「ＫＳ」 共立製薬

硫酸カナマイ
シン注100「Ｋ
ＭＫ」「ＫＳ
Ｋ」

　硫酸カナマイシン注射液 250㎎（力価）１mLＶ 30.00

カナマイ注250「フジタ」 フジタ製薬

カナマイ（フジ）250 富士ケミカル

硫酸カナマイシン注射液 
250明治 明治製菓

硫酸カナマイシン注250 
「ＫＳ」 共立製薬

硫酸カナマイ
シン注250「Ｋ
ＭＫ」「ＫＳ
Ｋ」

　硫酸ジヒドロストレプトマイシ
ン注射液 250㎎（力価）１mLＶ 13.00

ジヒドロストレプトマイシ
ン注射液「タムラ」 田村製薬

　硫酸スパルティン注射液 10％５mL１Ａ 129.00

スパルティン注ＮＺ 日本全薬工業

　硫酸セフキノム油性懸濁注射液 25㎎（力価）１mLＶ 48.00

コバクタン 共立製薬

セファガード 共立製薬
局�硫酸マグネシウム注射液 20％100mL１Ｖ 210.00

　硫酸マグネシウム注射液 20％100mL１Ｖ 210.00



54（ ）

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

り―れ 注 射 薬

動物用マグゾール注 日本全薬工業
局�リンゲル液 500mL１Ｖ 175.00

リンゲル液「フソー」 扶桑薬品工業

　リンゲルタウリン液ヤマイチ 山一薬品産業 500mL１ＰＢ 653.00

　リンゲル糖―Ｖ注射液 日本全薬工業 1,000mL１Ｖ 341.00

　リン酸デキサメタゾンナトリウ
ム注射液 １㎎１mL１Ｖ 38.00

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 水溶性デキサ
注「ＫＭＫ」
「ＫＳＫ」

る

　動物用ルテウムデポー あすか製薬 ５mL１Ａ 332.00

　ルテオーゲンＥ 日本全薬工業 ５mL１Ａ 473.00

れ

　レスチオニンＣ注 共立製薬 50mL１Ａ 102.00

　レスチオニンＣ注 共立製薬 100mL１Ａ 195.00

　レバギニン 共立製薬 100mL１Ｖ 221.00

　レバチオニン 日本全薬工業 100mL１Ｖ 190.00



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

あ

第２部　内 用 薬

55（ ）

あ

局�アスピリン 10ｇ 19.80 アセチルサリ
チル酸

局�アトロピン硫酸塩水和物 １ｇ 837.00 硫酸アトロピ
ン

　アモキシシリン散 100㎎（力価）１ｇ 10.00

アモキシシリン可溶散10％
「ＫＳ」 共立製薬

アモキシシリ
ン可溶散10％
「ＫＭＫ」「Ｋ
ＳＫ」

アモキシシリン可溶散10％
「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％ 明治製菓

ワイドシリン10％散 明治製菓

　アモキシシリン散 200㎎（力価）１ｇ 15.00

アモキシシリン可溶散20％
「ＫＳ」 共立製薬

アモキシシリ
ン可溶散20％
「ＫＭＫ」「Ｋ
ＳＫ」

アモキシシリン可溶散20％
「明治」 科 学 飼 料 研 究 所

ノビット粒20％ 明治製菓

ワイドシリン20％散 明治製菓

　アモキシシリン散 500㎎（力価）１ｇ 16.00

スタボックス50％ＯＳＰ ビルバック 
ジ ャ パ ン

　アモキシシリン粒 100㎎（力価）１ｇ 9.00

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 200㎎（力価）１ｇ 16.00

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 700㎎（力価）１ｇ 30.00

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 39.20 ロ カ イ 末



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

あ―え 内 用 薬

56（ ）

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 100㎎（力価）１ｇ 34.00

アンピシリン散「ＫＳ」 共立製薬 アンピシリン
散「ＫＭＫ」
「ＫＳＫ」

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 あすか製薬

パーレシン粒 セラケム

い

　イソプロチオラン粒剤 25％10ｇ 51.00

フジックス 日本農薬

　イソプロチオラン散剤 50％10ｇ 103.00

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 7.00

ウルソー５％ 田村製薬

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 酸
５％「ＫＭＫ」
「ＫＳＫ」

ウルソデオキシコール散
「文永堂」 文永堂製薬

　ウロストン 科研製薬 50％１ｇ 26.00

え

　エクテシン液 明治製菓 10％10mL 40.00

局�エフェドリン塩酸塩 10％１ｇ 107.90 塩酸エフェド
リン

局�ℓ―メントール １ｇ 16.10 ハ ッ カ 脳

局�塩化カリウム 10ｇ 8.90

局�塩化カルシウム水和物 10ｇ 16.50 塩化カルシウ
ム

　塩酸オキシテトラサイクリン散 100㎎（力価）１ｇ 4.00



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

え―お内 用 薬

57（ ）

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 500㎎（力価）１ｇ 10.00

ＯＴＣ可溶散50％「ＫＳ」 共立製薬 ＯＴＣ可溶散
50％「ＫＭＫ」
「ＫＳＫ」

　塩酸オキシテトラサイクリン散 800㎎（力価）１ｇ 32.00

ＯＴＣ水溶散80％「ＳＰ」 セラケム

　塩酸クレンブテロール 0.025㎎１mL 36.00

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 55㎎（力価）１ｇ 12.00

クロリン可溶散 セラケム

　塩酸クロルテトラサイクリン散 200㎎（力価）１ｇ 13.00

ＣＴＣ可溶散「ＳＰ」 住化エンビロ 
サ イ エ ン ス

ＣＴＣ水溶散「ベーリン
ガーインゲルハイム」

B.I.ベトメディカ 
ジ ャ パ ン

　塩酸ドキシサイクリン散 20㎎（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 29.60 黄 柏 末

　オキソリン酸散 ５％１ｇ 13.00

パラザン 松村薬品

　オキソリン酸散 10％１ｇ 15.00

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 4,268.00

ガストロガードⓇ メ リ ア ル 
ジ ャ パ ン



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

か―く 内 用 薬

58（ ）

か

　動物用ガストリン 共立製薬 10mL 77.00

　ガスドリン 理研畜産化薬 10mL 79.00

　ガスナインＳ 日本全薬工業 10mL 77.00

　家畜健胃散「スタマー」 日本全薬工業 10ｇ 8.00

局�乾燥酵母 10ｇ 25.50

局�カンゾウ末 10ｇ 23.20 甘 草 末

き

局�希塩酸 10mL 8.80

　キートン フジタ製薬 10ｇ 11.00

局�キニジン硫酸塩水和物 １ｇ 155.10 硫酸キニジン

　牛馬速効散 鹿児島県製薬 10ｇ 17.00

　協同胃腸薬 理研畜産化薬 10ｇ 16.00

局�キョウニン水 10mL 16.30 杏 仁 水

　ギンベル フジタ製薬 10ｇ 17.00

く

局�苦味チンキ 10mL 17.60

　クリアストン散 日産合成工業 10ｇ 11.00

　グリコールＳ 富士ケミカル 250mL 360.00

局�グルコン酸カルシウム水和物 １ｇ 7.90 グルコン酸カ
ルシウム

　グレビオマイシン散 日産合成工業 10ｇ 61.00

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



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

け―す内 用 薬

59（ ）

け

局�ケイ酸マグネシウム 10ｇ 6.90

　軽種馬用ハテキ ミ ヤ リ サ ン 製 薬 10ｇ 17.00

局�ケイヒ末 10ｇ 20.90 桂 皮 末

　ケトナイン「文永堂」 文永堂製薬 250mL 287.00

　ゲリトミン散 共立製薬 10ｇ 19.00

局�ゲンチアナ末 10ｇ 31.10

こ

局�合成ケイ酸アルミニウム 10ｇ 21.40

局�コデインリン酸塩散１％ １％１ｇ 7.90 リン酸コデイ
ン散１％

し

局�ジアスターゼ 10ｇ 23.90

　ジゴシン酸0.1％ 0.1％１ｇ 12.00

局�次硝酸ビスマス １ｇ 8.60

局�ジヒドロコデインリン酸塩散
　　１％ １％１ｇ 8.50

リン酸ジヒド
ロコデイン散
１％

　新オルゲンＳ 文永堂製薬 10ｇ 34.00

　人工カルルス塩 10ｇ 6.50

　新中森獣医散 中森製薬 15ｇ 47.00

　新中森獣医散［Ｚ］ 中森製薬 15ｇ 47.00

　新ホシ家畜胃腸薬 星 製 薬 10ｇ 41.00

　新モアラーゼ散 日産合成工業 10ｇ 14.00

す

　ストリゲン―Ａ 山一薬品産業 10ｇ 72.00



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

す―た 内 用 薬

60（ ）

　動物用スパマツ 共立製薬 10ｇ 14.00

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 明治製菓

　スルファジメトキシンナトリウ
ム散 10％10ｇ 20.00

アプシードソーダ散 明治製菓

サルトキシン末 理研畜産化薬

ジメトキサンＮＺ 日本全薬工業

ジメトキシンソーダ散 
「タムラ」 田村製薬

局�スルファモノメトキシン水和物 １ｇ 12.00 スルファモノ
メトキシン

　スルファモノメトキシン水和物 １ｇ 12.00 スルファモノ
メトキシン

ダイメトン「明治」 明治製菓

　スルファモノメトキシン散 10％10ｇ 20.00

ダイメトンＳ散 明治製菓

　スルファモノメトキシン散 20％10ｇ 21.00

ダイメトン散20％ 明治製菓

　スルファモノメトキシンナトリ
ウム 純末１ｇ 14.00

ダイメトンソーダ 明治製菓

せ

局�精製水 10mL 1.50 蒸 留 水

　整腸散ＮＺ 日本全薬工業 10ｇ 27.00

局�センブリ・重曹散 １ｇ 6.90

局�センブリ末 10ｇ 212.20 当 薬 末

ゼノストン 日本全薬工業 10ｇ 9.00 カ ウ ス ト ン

た

局�ダイオウ末 10ｇ 21.10 大 黄 末



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

た―ね内 用 薬

61（ ）

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

　畜救散 大園製薬 10ｇ 31.00

て

局�天然ケイ酸アルミニウム 10ｇ 11.50

と

　トルトラズリル ５％１mL 63.00

牛用バイコックス バイエル薬品

　トルラミン 共立製薬 10ｇ 9.00

　豚用速効散 鹿児島県製薬 10ｇ 35.00

な

　ナトキン―Ｌ 共立製薬 10ｇ 25.00

に

局�乳糖水和物 10ｇ 19.90 乳 糖

ね

　ネオクインコール 日本全薬工業 250mL 218.00

　ネオトルラー80 文永堂製薬 10ｇ 13.00

　ネオルノーゲン 共立製薬 250mL 208.00

　ネオルノーゲン 共立製薬 20Ｌ 13,004.00



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

は―ふ 内 用 薬

62（ ）

は

　ハイクインコール 日本全薬工業 250mL 221.00

局�ハッカ油 １mL 9.10 薄 荷 油

　パーロンＫ 北都製薬 10ｇ 31.00

　パンカルＧ 田村製薬 10ｇ 87.00

　パンカルＧ散 明治製菓 10ｇ 10.00

　パンスターゼ 理研畜産化薬 10ｇ 15.00

ひ

　ビオエンチ 東亜薬品 10ｇ 17.00

　動物用ビオスリー 東亜薬品 10ｇ 9.00

　ビオペア 東亜薬品 10ｇ 88.00

　ビコザマイシン散 50㎎（力価）１ｇ 32.00

バクテロン散５％ セラケム

　ビスキノン末 理研畜産化薬 10ｇ 14.00

　ビフクリーンＮ 内外製薬 10ｇ 24.00

局�ヒマシ油 10mL 11.80

ふ

局�フェナセチン １ｇ 9.20

局�ブドウ糖 10ｇ 7.50

　ブロトール フジタ製薬 10ｇ 56.00

　フロルフェニコール液２％ 
「フジタ」 フジタ製薬 20㎎／mL 7.00

　フロルフェニコール液５％ 
「フジタ」 フジタ製薬 50㎎／mL 14.00

　フロルフェニコール液10％ 
「フジタ」 フジタ製薬 100㎎／mL 28.00



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

へ―め内 用 薬

63（ ）

へ

　ベリノール末Ａ 日本全薬工業 10ｇ 34.00

　ベルパリン末 理研畜産化薬 10ｇ 14.00

ほ

　ポーゲン 理研畜産化薬 250mL 383.00

　ホスホマイシンカルシウム散 400㎎（力価）１ｇ 72.00

ホスミシン細粒40％ 明治製菓

　ホニプロン末 日本全薬工業 10ｇ 12.00

　ボビノン 日本全薬工業 10ｇ 9.00

局�ホミカエキス散 １ｇ 7.30

　ポンテ散 フジタ製薬 10ｇ 34.00

ま

　マグコンゾール 日本全薬工業 250mL 273.00

み

　獣医用宮入菌末 ミ ヤ リ サ ン 製 薬 10ｇ 39.00

　動物用ミヤリサン ミ ヤ リ サ ン 製 薬 10ｇ 36.00

め

　メーチュー フジタ製薬 250mL 193.00

　メトクロプラミド散 15.35㎎１ｇ 16.00

テルペラン経口用 あすか製薬

プリンペラン経口用 セラケム



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

も―り 内 用 薬

64（ ）

も

　モーサン フジタ製薬 10ｇ 8.00

や

局�薬用炭 １ｇ 8.10 木 炭 末

よ

局�ヨウ化カリウム １ｇ 7.20

局�ヨウ化ナトリウム １ｇ 9.70

り

　リゾストン 共立製薬 10ｇ 14.00

　硫酸ゲンタマイシン散 50㎎（力価）3.0ｇ 242.00

動物用ゲンタリン細粒 住化エンビロ 
サ イ エ ン ス

　硫酸コリスチン散 20㎎（力価）１ｇ 16.00

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 60㎎（力価）１ｇ 5.00

ストマイ顆粒 日本全薬工業

　乾燥硫酸ナトリウム 純末10ｇ 6.40 芒 硝

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 13.60 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 250㎎（力価）１mLＶ 52.00

ミコラル経口液 日本全薬工業



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

る内 用 薬

65（ ）

る

　ルミノン液 日本全薬工業 10mL 130.00





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

あ―え

第３部　外 用 薬

67（ ）

あ

局�亜鉛華軟膏 10ｇ 19.60 酸化亜鉛軟膏

局�アクリノール水和物 １ｇ 57.20 乳酸エタクリ
ジン、アクリ
ノール

　アダーガード フジタ製薬 10ｇ 21.00

局�アドレナリン液 0.1％１mL 7.90 塩酸エピフリ
ン液、塩酸エ
ピレナミン
液、エピネフ
リン液

　アンドレス軟膏 共立製薬 10ｇ 15.00

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 11.60 液状石灰酸

局�エタノール 10mL 9.50 アルコール

　エチール軟膏 理研畜産化薬 10ｇ 21.00

局�エーテル 10mL 28.40

　Ｆ・Ｒ・パスタ 北都製薬 10ｇ 45.00

　Ｍ―スキット 山一薬品産業 10mL 90.00

局�塩化ナトリウム 10ｇ 5.00 食 塩

局�塩酸 10mL 8.20



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

お―さ 外 用 薬

68（ ）

お

局�黄色ワセリン 10ｇ 11.60 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 16.60

か

局�過マンガン酸カリウム 10ｇ 17.60

　カンフル精 10mL 23.30

　カンメルパスタ 日本全薬工業 10ｇ 24.00

　カンメルブルー（Ｌ） 日本全薬工業 10mL 28.00

き

局�希ヨードチンキ 10mL 12.40

く

　クラーゲンネオ フジタ製薬 10ｇ 16.00

局�グリセリン 10mL 9.30 グリセノール

さ

局�酢酸 10mL 3.20

　酢酸鉛 10ｇ 19.90 鉛 糖

局�サリチル酸 10ｇ 24.90

局�サリチル酸メチル １mL 5.90

局�酸化亜鉛 10ｇ 24.40 亜 鉛 華



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

し―て外 用 薬

69（ ）

し

　シーサンイチ合剤 理研畜産化薬 10mL 22.00

局�次没食子酸ビスマス １ｇ 13.10 デルマトール

局�硝酸銀 １ｇ 199.20

局�消毒用エタノール 10mL 13.40 消毒用アル
コール

　真菌用軟膏ＮＺ 日本全薬工業 10ｇ 37.00

局�親水軟膏 10ｇ 12.80

局�親水ワセリン 10ｇ 21.90

す

局�水酸化カリウム 10ｇ 11.30 苛 性 カ リ

た

局�タルク 10ｇ 8.00

局�単軟膏 10ｇ 27.90

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 10.80

て

　蹄病軟膏ＮＺ 日本全薬工業 10ｇ 100.00

局�テレビン油 10mL 6.20



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

な―ふ 外 用 薬

70（ ）

な

　ナナフロシン外用剤 0.1㎎（力価）１mL 19.00

ナナオマイシン油剤あすか あすか製薬

に

局�尿素 10ｇ 7.40

ね

　ネオサルセリン フジタ製薬 10ｇ 52.00

は

局�白色ワセリン 10ｇ 9.20

　動物用パスタノーゲン「ホクト」 北都製薬 10ｇ 20.00

ひ

局�ピロカルピン塩酸塩 １ｇ 1,191.00 塩酸ピロカル
ピン

ふ

局�フェノール 10mL 11.60

局�複方ヨード・グリセリン 10mL 13.10 ル ゴ ー ル

局�プロカイン塩酸塩 １ｇ 17.30 ノボカイン、
塩酸プロカイ
ン



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

ほ―よ外 用 薬

71（ ）

ほ

局�ホウ酸 10ｇ 19.70

　ポピドンヨード液 ２％50mL 116.00

動物用イソジン液 明治製菓

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 3.40

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 7.90 ヨ ー ド

局�ヨードチンキ 10mL 12.30

　動物用ヨーチン・ＳＦＬ 科学飼料研究所 ６ｇ100mL 167.00



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

ら―れ 外 用 薬

72（ ）

ら

　ライツパスタ 北都製薬 10ｇ 9.00

　ライツパスタＣ 北都製薬 10ｇ 13.00

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 9.60 ミョウバン、
硫酸アルミニ
ウムカリウム

局�流動パラフィン 10mL 9.30

れ

　レスモナ 理研畜産化薬 10ｇ 42.00



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

あ―し

第４部　注入・挿入薬

73（ ）

あ

　アンピシリン子宮注入剤 500㎎（力価）１組 462.00

子宮注入用アンピシリン 
「ＫＳ」 共立製薬

子宮注入用ア
ン ピ シ リ ン
「ＫＭＫ」「Ｋ
ＳＫ」

え

　エリスロマイシン油性乳房注入剤 300㎎（力価）１本 278.00

ガーディアンＬ フジタ製薬

ガーディアンＣＬ フジタ製薬

　塩酸オキシテトラサイクリン乳
房注入剤 450㎎（力価）１本 142.00

オキシテトラサイクリン乳
房炎用液ＮＺ 日本全薬工業

　塩酸クロルテトラサイクリン子
宮挿入剤 500㎎（力価）１錠 147.00

ＣＴＣ子宮内タブレット 
「ＳＰ」 セラケム

し

　ジクロキサシリンナトリウム油
性乳房注入剤 200㎎（力価）１本 178.00

泌乳期用ジクロキサシリンジ 共立製薬

　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） 200㎎（力価）１組 315.00

ホーミングＤＸ 理研畜産化薬

　ジクロキサシリンナトリウム油
性乳房注入剤 500㎎（力価）１本 273.00

乾乳期用ジクロキサシリンジ 共立製薬



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

せ 注入・挿入薬

74（ ）

せ

　セファゾリン油性乳房注入剤 150㎎（力価）１容器 210.00

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 セファゾリン
ＬＣ「ＫＭＫ」
「ＫＳＫ」

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 250㎎（力価）１容器 310.00

セファゾリンＤ「フジタ」 フジタ製薬

セファゾリンＤＣ「ＫＳ」 共立製薬 セファゾリン
ＤＣ「ＫＭＫ」
「ＫＳＫ」

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 450㎎（力価）１容器 620.00

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

　セファピリンナトリウム油性乳
房注入剤 200㎎（力価）１容器 254.00

ＫＰラック―５Ｇ ファイザー

セファピリンＬ「フジタ」 フジタ製薬

　セファピリンベンザチン油性乳
房注入剤 300㎎（力価）１容器 336.00

ＫＰドライ―５Ｇ ファイザー

　セファロニウム油性乳房注入剤 250㎎（力価）１容器 314.00

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 250㎎（力価）１容器 254.00

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



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

な―へ注入・挿入薬

75（ ）

な

　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 250㎎（力価）５ｇ１本 192.00

カヤテン・Ｌ 共立製薬

　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 500㎎（力価）５ｇ１本 247.00

カヤテン・Ｄ 共立製薬

へ

　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

ＰＣ・Ｇ30万単位
ＫＭ300㎎（力価）

１本 241.00

カナマスチンディスポ 明治製菓

タイニーＰＫ フジタ製薬

　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

ＰＣ・Ｇ20万単位
ＤＳＭ200㎎（力価）

１組 567.00

内膜炎用ネオポリシダールＡ 日本全薬工業

　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

ＰＣ・Ｇ40万単位
ＤＳＭ400㎎（力価）

１組 578.00

子宮内膜炎用ホーミングマ
イシン 理研畜産化薬

　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

ＰＣ・Ｇ30万単位
ＤＳＭ300㎎（力価）

１容器 116.00

ニューサルマイＳ 日本全薬工業

マストップ・Ｌ 共立製薬

リケプロマイシンＰＤ 理研畜産化薬

　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）

ＰＣ・Ｇ30万単位
ＤＳＭ300㎎（力価）

１組 280.00

ホーミングＭＣ 理研畜産化薬



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

へ―ま 注入・挿入薬

76（ ）

　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）

ＰＣ・Ｇ30万単位
ＦＭ300㎎（力価）

１本 151.00

ハイポリＳ 日本全薬工業

　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

ＰＣ・Ｇ100万単位
ＤＳＭ１ｇ（力価）

１容器 263.00

乾乳用軟膏Ａ 日本全薬工業

　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）

ＰＣ・Ｇ100万単位
ＤＳＭ１ｇ（力価）

１容器 473.00

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 1,050.00



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

第５部　そ の 他

 （平成23年６月30日まで適用）

77（ ）

注　射　薬

　オキシテトラサイクリン注射液
（持続化製剤） 200㎎（力価）１mLＶ 53.00

ビバトップ B.I.ベトメディカ 
ジ ャ パ ン

　酢酸フェルチレリン注射液 50㎍１mLＶ 398.00

バスピッチ フジタ製薬

タウリゲン 東亜薬品 50mL１Ａ 164.00

タウリゲン 東亜薬品 100mL１Ｖ 329.00

乳酸リンゲル液「ＫＳＫ」 川崎製薬 500mL１Ｖ 248.00 乳酸リンゲル
液「ＫＭＫ」

内　用　薬

　ナイラドール フジタ製薬 10ｇ 71.00

　ネオトルラー60「文永堂」 文永堂製薬 10ｇ 10.00

外　用　薬

　キノピレン 現代製薬 10ｇ 72.00





79（ ）

薬品名の索引

１　この索引には、薬価基準表中の薬品名と備考欄にある別名を掲載した。
２　以下に関連する語句は品名から除いた。
　「獣医用」、「動物（専）用」、「懸濁」、会社略称（「ＫＳ」など）、数値（10％
など）、単位（5,000単位など）





81（ ）

あ

亜鉛華……………………………………………68
亜鉛華軟膏………………………………………67
アクリノール……………………………………67
アクリノール水和物……………………………67
アスコルビン酸注射液…………………………29
アスピリン………………………………………55
アスポキシシリン注射液………………………29
アセチルサリチル酸……………………………55
アダーガード……………………………………67
アトニン―Ｏ……………………………………36
アドボシン注射液………………………………52
アドレナリン液…………………………………67
アドレナリン注射液……………………………29
アトロピン硫酸塩水和物………………………55
アニビタン注射液………………………………49
アプシードソーダ………………………………60
アプシードソーダ散……………………………60
アプシード注……………………………………41
アポオキソカンファー注射液…………………29
アポックス………………………………………39
アミノエチルスルホン酸注射液………………29
アモキシシリン可溶散…………………………55
アモキシシリン散………………………………55
アモキシシリン粒………………………………55
アモキシシリン油性注射液……………………29
アモスタックＬＡ注……………………………29
アラマイシンＬＡ注射液………………………35
アルコール………………………………………67
アロエ末…………………………………………55
アンキシン可溶散………………………………55
アントリン………………………………… 42,43
アンドレス軟膏…………………………………67
アンナカ…………………………………………56

アンナカ注………………………………………29
アンナカ注射液…………………………………29
アンピシリンゾル………………………… 29,30
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………………………30

アンピシリンナトリウム注……………………30
アンピシリン散…………………………………56
アンピシリン子宮注入剤………………………73
アンピシリン注…………………………… 29,30
アンピシリン注射液……………………… 29,30
アンモニア水……………………………………67
安息香酸エストラジオール注射液……………32
安息香酸ナトリウムカフェイン………………56
安息香酸ナトリウムカフェイン注射液………29

い

イオウ……………………………………………67
イクタモール……………………………………67
イソジン液………………………………………71
イソプロチオラン散剤…………………………56
イソプロチオラン粒剤…………………………56
イトレリン注射液………………………………40
イプコン注………………………………………47
インスリン亜鉛水性注射液……………………31
インタゲン………………………………………30
インフェゾール―Ｖ注射液……………………31

う

牛用バイコックス………………………………61
ウルソＨ注射液…………………………………31
ウルソＶ注射液…………………………………31
ウルソー…………………………………………56
ウルソデオキシコール酸………………………56
ウルソデオキシコール酸散……………………56
ウルソデオキシコール酸―静注―……………31
ウルソデオキシコール酸注射液………………31
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ウルソデスオキシコール酸注…………………31
ウロストン………………………………………56

え

エーテル…………………………………………67
液状フェノール…………………………………67
液状石灰酸………………………………………67
エクセネル注……………………………………42
エクセネル注用注射用水………………………44
エクツエマリン…………………………………31
エクテシン液……………………………………56
エストマール注…………………………………40
エストラジオール安息香酸エステル注射液…32
エストラジオール注……………………………32
エストラメイト…………………………………38
エストリオール注射液…………………………32
エタノール………………………………………67
エチール軟膏……………………………………67
エチプロストントロメタミン注射液…………32
エピネフリン液…………………………………67
エピネフリン注射液……………………………29
エフェドリン塩酸塩……………………………56
エマサス注射液…………………………………37
エリスロマイシン注……………………………32
エリスロマイシン注射液………………………32
エリスロマイシン油性乳房注入剤……………73
エンゲマイシン注射液…………………………32
エンドコール注…………………………………35
エンロフロキサシン液…………………………57
エンロフロキサシン注射液……………………35
鉛糖………………………………………………68
塩化カリウム……………………………………56
塩化カルシウム…………………………………56
塩化カルシウム水和物…………………………56
塩化ナトリウム…………………………………67

塩化ベタネコール注射液………………………32
塩酸………………………………………………67
塩酸エピネフリン注射液………………………29
塩酸エピフリン液………………………………67
塩酸エピレナミン液……………………………67
塩酸エフェドリン………………………………56
塩酸オキシテトラサイクリン散………… 56,57
塩酸オキシテトラサイクリン注射液…………32
塩酸オキシテトラサイクリン乳房注入剤……73
塩酸クレンブテロール…………………………57
塩酸クレンブテロール注射液…………………32
塩酸クロルテトラサイクリン散………………57
塩酸クロルテトラサイクリン子宮挿入剤……73
塩酸クロルプロマジン注射液…………………38
塩酸チアミンＢ12注………………………………35
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液………32,33,34
塩酸チアミン加リンゲル注射液………………34
塩酸ドキシサイクリン散………………………57
塩酸ピロカルピン………………………………70
塩酸プロカイン…………………………………70
塩酸メトクロプラミド注射液…………………35
塩酸リンコマイシン注射液……………………35

お

オーテシン散……………………………………56
オウバク末………………………………………57
黄柏末……………………………………………57
黄色ワセリン……………………………………68
オキカルマイルド………………………………36
オキシテトラサイクリン注……………………32
オキシテトラサイクリン注射液………… 35,77
オキシテトラサイクリン乳房炎用液…………73
オキシドール……………………………………68
オキシトシン注射液……………………………36
オキソカンファー注射液………………………29
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オキソリッチ散…………………………………57
オキソリン酸散…………………………………57
オキテラ水溶散…………………………………57
オキテラ注………………………………………35
オスカリンＳ……………………………………36
オスビタン………………………………………39
オバプロンデポ…………………………………36
オバホルモン注…………………………………32
オメプラゾール…………………………………57
オリブ油…………………………………………68
オルビフロキサシン注射液……………………36

か

ガーディアンＣＬ………………………………73
ガーディアンＬ…………………………………73
カウストン………………………………………60
過酸化水素水……………………………………68
ガストリン………………………………………58
ガスドリン………………………………………58
ガストロガード…………………………………57
ガスナインＳ……………………………………58
苛性カリ…………………………………………69
家畜健胃散………………………………………58
果糖加ブドウ糖Ｖ注射液………………………36
果糖注……………………………………………36
果糖注射液………………………………………36
ガナゼツク………………………………………41
カナマイ…………………………………………53
カナマイシン注…………………………………53
カナマイシン硫酸塩……………………………36
カナマイ注………………………………………53
カナマスチンディスポ…………………………75
過マンガン酸カリウム…………………………68
カヤテン…………………………………………75
カルコンＳ注……………………………………36

カルシクス………………………………………38
カルシドン………………………………………36
カルベトシン注射液……………………………36
カルマデックス注………………………… 36,37
カンゾウ末………………………………………58
カンフル精………………………………………68
カンメルパスタ…………………………………68
カンメルブルー…………………………………68
乾燥酵母…………………………………………58
乾燥硫酸ナトリウム……………………………64
乾乳期用ジクロキサシリンジ…………………73
乾乳期用セファロニウム―Ｄ…………………74
乾乳期用セプラビン……………………………74
乾乳用ホーミングＤＣ注射薬…………………76
乾乳用軟膏Ａ……………………………………76
甘草末……………………………………………58

き

キートン…………………………………………58
希塩酸……………………………………………58
キシラジン注射液………………………………37
キシリット注……………………………………37
キシリトール注射液……………………………37
ギナンドール……………………………………32
キニジン硫酸塩水和物…………………………58
キノピレン………………………………………77
キモチーム………………………………………37
キモトリプシン…………………………………37
キモトリプシン注射液…………………………37
牛馬速効散………………………………………58
希ヨードチンキ…………………………………68
キョウニン水……………………………………58
杏仁水……………………………………………58
協同胃腸薬………………………………………58
強力ＯＳＭ………………………………………37
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強力カルコン―Ｓ注……………………………37
強力ハイチオニン注射液………………………37
ギンベル…………………………………………58

く

苦味チンキ………………………………………58
クラーゲンネオ…………………………………68
クリアストン散…………………………………58
グリコールＳ……………………………………58
グリセノール……………………………………68
グリセリン………………………………………68
グルカ注…………………………………………38
グルコン酸カルシウム…………………………58
グルコン酸カルシウム水和物…………………58
グルコン酸カルシウム注射液…………………38
グルノン…………………………………………49
クレビオマイシン散……………………………58
クロプロ…………………………………………38
クロプロステノールＣ…………………………38
クロプロステノール注射液……………………38
クロリン可溶散…………………………………57
クロルフェニラミンマレイン酸塩散…………58
クロルプロマジン塩酸塩注射液………………38

け

ケイ酸マグネシウム……………………………59
軽種馬用ハテキ…………………………………59
ケイヒ末…………………………………………59
桂皮末……………………………………………59
ゲストロン………………………………… 47,48
結晶ペニシリンＧ………………………………50
結晶ペニシリンＧカリウム……………………50
血清性性腺刺激ホルモン………………………38
ケトナイン………………………………………59
ケトプレックス…………………………………39
ゲリトミン散……………………………………59

ゲンタリン細粒…………………………………64
ゲンチアナ末……………………………………59

こ

高張食塩Ｖ注射液………………………………39
高張食塩注………………………………………39
合成ケイ酸アルミニウム………………………59
コデインリン酸塩散……………………………59
ゴナトロピン……………………………………48
コバクタン………………………………………53
コリホルモン……………………………………48
コルソンＰ注射液………………………………54
コレカルシフェロール注射液…………………39
コンサルタン注射液……………………………39
コンセラール注射液……………………… 39,40
コンドロイチンＤ３注…………………………39

さ

酢酸………………………………………………68
酢酸鉛……………………………………………68
酢酸ヒドロキソコバラミン注射液……………39
酢酸ブセレリン注射液…………………………40
酢酸フェルチレリン注射液……………39,40,77
酢酸リンゲル―Ｖ注射液………………………40
サノリン…………………………………………40
サリチル酸………………………………………68
サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブド…
ウ糖注射液……………………………………40

サリチル酸メチル………………………………68
ザルソグロ糖注…………………………………40
ザルソブロカ糖注………………………………40
サルトキシン注…………………………………41
サルトキシン末…………………………………60
酸化亜鉛…………………………………………68
酸化亜鉛軟膏……………………………………67
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し

シーサンイチ合剤………………………………69
ジアスターゼ……………………………………59
子宮注入用アンピシリン………………………73
子宮内膜炎用ホーミングマイシン……………75
ジクロキサシリンジ……………………………73
ジクロキサシリンナトリウム油性乳房注入…
剤………………………………………………73
ジゴシン散………………………………………59
次硝酸ビスマス…………………………………59
ジノプロスト注射液……………………………40
ジヒドロコデインリン酸塩散…………………59
ジヒドロストレプトマイシン注射液…………53
次没食子酸ビスマス……………………………69
ジミナゼン………………………………………41
ジメトキサン……………………………………60
ジメトキシンソーダ散…………………………60
ジメトキシン注…………………………………41
臭化プリフィニウム注射液……………………41
重曹………………………………………………61
重曹散……………………………………………60
ジュソー注………………………………………43
重曹注……………………………………………43
重炭酸ナトリウム………………………………61
重炭酸ナトリウム注射液………………………43
昇華イオウ………………………………………67
硝酸銀……………………………………………69
消毒用アルコール………………………………69
消毒用エタノール………………………………69
蒸留水……………………………………………60
食塩………………………………………………67
新オルゲンＳ……………………………………59
真菌用軟膏………………………………………69
シングロン注……………………………………41

人工カルルス塩…………………………………59
親水軟膏…………………………………………69
親水ワセリン……………………………………69
新中森獣医散……………………………………59
新ホシ家畜胃腸薬………………………………59
新モアラーゼ散…………………………………59

す

水酸化カリウム…………………………………69
水性アンピシリン注……………………… 29,30
水性デキサメサゾン注…………………………45
水性プロカインペニシリンＧ…………………50
水性マイシリン注………………………………51
水溶性デキサ注…………………………………54
スキルペン注射液………………………………37
スタボツクスＯＳＰ……………………………55
ストマイ顆粒……………………………………64
ストリゲン―Ａ…………………………………59
スパドリン注……………………………………41
スパマツ…………………………………………60
スパルティン注…………………………………53
スポルネン・注…………………………… 39,40
スルピリン………………………………………60
スルピリン水和物………………………………60
スルピリン注……………………………………41
スルピリン注射液………………………………41
スルファジメトキシンナトリウム……………60
スルファジメトキシンナトリウム散…………60
スルファジメトキシン注射液…………………41
スルファモノメトキシン………………………60
スルファモノメトキシンナトリウム…………60
スルファモノメトキシン散……………………60
スルフアモノメトキシン水和物………………60
スルファモノメトキシン注射液………………41
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せ

センブリ・重曹散………………………………60
センブリ末………………………………………60
整腸散……………………………………………60
生食Ｖ注射液……………………………………42
生理食塩液………………………………………42
精製イオウ………………………………………67
精製水……………………………………………60
セデラック注射液………………………………37
ゼノアジンＣ注射液……………………………38
ゼノストン………………………………………60
ゼノビタンＡＤ３Ｅ注…………………………42
ゼノフェル注射液………………………… 39,40
セファガード……………………………………53
セファゾリン……………………………………74
セファゾリンナトリウム注射液………………42
セファゾリン注…………………………………42
セファゾリン油性乳房注入剤…………………74
セファピリンＬ…………………………………74
セファピリンナトリウム油性乳房注入剤……74
セファピリンベンザチン油性乳房注入剤……74
セファメジン……………………………………74
セファメジン注…………………………………42
セファロニウムＤ………………………………74
セファロニウム油性乳房注入剤………………74
セフチオフルナトリウム注射液………………42
セフロキシムＬ…………………………………74
セフロキシム油性乳房注入剤…………………74
セラクタール注射液……………………………37
セラルモン………………………………………38
セロトロピン……………………………………38
センブリ末………………………………………60
胎盤性性腺刺激ホルモン………………… 47,48
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液………… 42,43

そ

ソムノペンチル…………………………………43
た

タイアムチン注射液……………………………44
ダイオウ末………………………………………60
大黄末……………………………………………60
ダイサクサン……………………………………43
ダイナビタンＫ注射液…………………………43
タイニーＰＫ……………………………………75
ダイメトン………………………………………60
ダイメトンＢ注…………………………………41
ダイメトンＳ散…………………………………60
ダイメトンソーダ………………………………60
ダイメトン散……………………………………60
ダイメトン注……………………………………41
タイラン注射液…………………………………43
タイロシン注……………………………………43
タイロシン注射液………………………………43
第２リン酸カルシウム…………………………64
タウチゲン注……………………………………43
タウリゲン………………………………………77
タウリン注射液…………………………………29
タウロイチン注…………………………………43
タカベリン………………………………………50
タナロキシン注…………………………………29
タルク……………………………………………69
ダルマジン………………………………………38
炭酸水素ナトリウム……………………………61
炭酸水素ナトリウム注射液……………………43
タンナルビン……………………………………61
単軟膏……………………………………………69
タンニン酸………………………………………69
タンニン酸アルブミン…………………………61
ダンプロン………………………………………43
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ち

チアミンジスルフィド注射液…………………44
チアムリン注射液………………………………44
チアントール……………………………………69
チアンフェニコール注射液……………………44
チオビタンＣ……………………………………44
チオプロニン注射液……………………………44
チオラ注射液……………………………………44
畜救散……………………………………………61
注射用アンピシリンナトリウム………………30
注射用水…………………………………………44
注射用ビクシリン………………………………30
注射用ベテシリン………………………………30
注射用メタシリン………………………………52
注射用硫酸カナマイシン………………………36
チルミコシン注射液……………………………44
チンク油…………………………………………69
沈殿イオウ………………………………………67
沈殿リン酸カルシウム…………………………64

て

蹄病軟膏…………………………………………69
デキサゾン注……………………………………44
デキサメサゾン注………………………………44
デキサメタゾン注射液…………………………44
テトラジン………………………………………32
デュファフラルＡＤ３Ｅ…………………………45
デュファフラルＤ３……………………………39
デュファフラル…………………………………45
テラマイシン・ＬＡ注射液……………………36
テルペラン経口用………………………………63
テルペラン注……………………………………35
デルマトール……………………………………69
テレビン油………………………………………69
天然ケイ酸アルミニウム………………………61

と

ドウペン…………………………………………45
当薬末……………………………………………60
等張重曹注………………………………………43
等張糖加リングル液……………………………45
等張糖加乳酸リングル液………………………45
等張ハルゼン糖―Ｖ注射液……………………45
等張リングル糖―Ｖ注射液……………………45
トコフェロール注射液…………………………45
トップカルシウム注……………………………45
トラネキサム酸注射液…………………………45
トラムリン注……………………………………45
トルトラズリル…………………………………61
トルラミン………………………………………61
トンキー200………………………………………45
豚用速効散………………………………………61

な

内膜炎用ネオポリシダールＡ…………………75
ナイラドール……………………………………77
ナトキン―Ｌ……………………………………61
ナナオマイシン油剤……………………………70
ナナフロシン外用剤……………………………70
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…………………………………75

に

ニューグロン……………………………………46
ニューグロンプラス……………………………46
ニューサルマイＳ………………………………75
ニューボロカールＡ……………………………46
乳酸エタクリジン………………………………67
乳酸リンゲル液…………………………………77
乳糖………………………………………………61
乳糖水和物………………………………………61
尿素………………………………………………70
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ね

ネオアスＰ………………………………………46
ネオアス注射液…………………………………46
ネオクインコール………………………………61
ネオグリセロ注…………………………………46
ネオサノリン……………………………………46
ネオサルセリン…………………………………70
ネオスズビタ注…………………………………46
ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液…………46
ネオトルラー……………………………… 61,77
ネオニューリン注………………………………46
ネオバイタミンＨ………………………………44
ネオヘキサメチオニン…………………………46
ネオマイゾン注射液……………………………44
ネオヨジン液……………………………………71
ネオルノーゲン…………………………………61

の

ノビット粒………………………………………55
ノボカイン………………………………………70
ノロブリチン注射液……………………………29

は

パーレシン粒……………………………………56
パーロンＫ………………………………………62
ハイオネート……………………………………47
ハイクインコール………………………………62
バイコックス……………………………………61
ハイコバラ………………………………………39
ハイチオニン注射液……………………… 46,47
バイトリルＨＶ液………………………………57
バイトリルワンショット注射液………………35
バイトリル注射液………………………………35
ハイポリＳ………………………………………76
バクテロン散……………………………………62
白色ワセリン……………………………………70

破傷風血清………………………………………47
パスタノーゲン…………………………………70
バスピッチ………………………………………77
バソラミン注……………………………………45
ハッカ脳…………………………………………56
ハッカ油…………………………………………62
薄荷油……………………………………………62
パドリン注………………………………………41
パナセラン………………………………………40
バナミン注射液…………………………………49
パパリンデイ注…………………………………47
パラザン…………………………………………57
パラスチミン……………………………………46
ハルゼン―Ｖ注射液……………………………47
ハル糖―Ｖ注射液………………………………47
パンカルＧ………………………………………62
パンカルＧ散……………………………………62
パンカル注………………………………………47
パンスターゼ……………………………………62
パンチクロン注…………………………………47
パンテチン注射液………………………………47

ひ

ピーメックス……………………………………39
ヒアルロン酸ナトリウム注射液………………47
ビオエンチ………………………………………62
ビオスリー………………………………………62
ビオペア…………………………………………62
ビクシリン………………………………………30
ビクシリンゾル…………………………… 29,30
ビクタス注射液…………………………………36
ビコザマイシン散………………………………62
ビスキノン末……………………………………62
ヒスタミンＢ６注………………………………47
ビタゴールド……………………………………47
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ビタミンＢ１加ブドウ糖Ｖ注射液……32,33,34
ビタミンＢ１加ブドウ糖注……………32,33,34
ビタミンＢ１加リンゲルＶ注射液……… 34,35
ビタミンＢ１加リンゲル液……………………34
ビタミンＣ注……………………………………29
ビタミンＣ注射薬………………………………29
ビタミンＫ１注…………………………………48
ビタミンＫ３注…………………………………52
ビタミンイー注…………………………………45
ビタレラＡＤ３Ｅ………………………………47
ビタレラＤ３注…………………………………39
ビタロング・フォルテ…………………………47
ビタロング注……………………………………47
ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン…………… 47,48
泌乳期用ジクロキサシリンジ…………………73
泌乳期用スペクトラゾール……………………74
泌乳期用セフロキシム―Ｍ……………………74
ビバトップ………………………………………77
ビフクリーンＮ…………………………………62
ビブラベツト……………………………………57
ヒマシ油…………………………………………62
ピラピリン………………………………………48
ヒロイザールＳ…………………………………48
ピロカルピン塩酸塩……………………………70
ヒントシン―Ｏ…………………………………36

ふ

フィシザルツ……………………………………42
フィトナジオン注射液…………………………48
フェナセチン……………………………………62
フェノール………………………………………70
フェルチレリン注………………………… 39,40
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