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薬価基準追補収載品目一覧
新  製  品 薬価基準収載

持続性AT1レセプターブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤
 

《アジルサルタン／アムロジピンベシル酸塩配合錠》

過活動膀胱治療剤
コハク酸ソリフェナシン錠　

持続性AT1レセプターブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤
 

《アジルサルタン／アムロジピンベシル酸塩配合錠》

過活動膀胱治療剤
コハク酸ソリフェナシン錠　

100錠（10錠×10）

100錠（PTP）
500錠（PTP・バラ）

100錠（10錠×10）
500錠（バラ）

100錠（PTP）
500錠（PTP・バラ）

包装単位

包装単位

包装単位

包装単位

同種品
ザクラス配合錠LD

【薬価：110.90円】

同種品
ベシケア錠2.5mg

【薬価：98.70円】

同種品
ザクラス配合錠HD

【薬価：110.90円】

同種品
ベシケア錠5mg

【薬価：167.00円】

色調・剤形

色調・剤形

色調・剤形

色調・剤形
微赤色フィルムコー
ティング錠

白色フィルムコーティ
ング錠

微黄色フィルムコー
ティング錠

ごくうすい黄色フィル
ムコーティング錠

組成・性状（1錠中）
アジルサルタン　20mg
アムロジピンとして2.5mg（アムロジピンベシル酸塩3.47mg）

組成・性状（1錠中）
コハク酸ソリフェナシン　2.5mg

組成・性状（1錠中）
アジルサルタン　20mg
アムロジピンとして5mg（アムロジピンベシル酸塩6.93mg）

組成・性状（1錠中）
コハク酸ソリフェナシン　5mg

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

直径：8.1mm
厚さ：4.4mm
重量：238mg

直径：6.1mm
厚さ：2.6mm
重量：77.5mg

直径：8.1mm
厚さ：4.4mm
重量：238mg

直径：7.6mm
厚さ：3.5mm
重量：154mg

剤形写真（実物大）

剤形写真（実物大）

剤形写真（実物大）

剤形写真（実物大）

包装写真（縮小）

包装写真（縮小）

包装写真（縮小）

包装写真（縮小）

不眠症治療薬
 

《エスゾピクロン錠》

不眠症治療薬
 

《エスゾピクロン錠》

不眠症治療薬
 

《エスゾピクロン錠》

包装単位

包装単位

100錠（PTP）
300錠（バラ）

包装単位 同種品
ルネスタ錠3mg

【薬価：91.20円】

色調・剤形

色調・剤形

色調・剤形
淡赤色・フィルムコー
ティング錠

組成・性状（1錠中）
エスゾピクロン　3mg

サイズ

サイズ

サイズ

直径：6.6mm
厚さ：3.2mm
重量：105mg

直径：6.6mm
厚さ：3.2mm
重量：105mg

直径：6.6mm
厚さ：3.2mm
重量：105mg

剤形写真（実物大）

剤形写真（実物大）

剤形写真（実物大）

100錠（PTP）
100錠（バラ）

100錠（PTP）
300錠（バラ）

同種品
ルネスタ錠1mg

【薬価：45.60円】

同種品
ルネスタ錠2mg

【薬価：72.50円】

白色・フィルムコーティ
ング錠

淡黄色・フィルムコー
ティング錠（割線入り）

組成・性状（1錠中）
エスゾピクロン　1mg

組成・性状（1錠中）
エスゾピクロン　2mg

包装写真（縮小）

包装写真（縮小）

包装写真（縮小）

55.50円
薬価（1錠）

55.50円
薬価（1錠）

38.20円
薬価（1錠）

64.70円
薬価（1錠）

17.00円
薬価（1錠）

27.00円
薬価（1錠）

35.40円
薬価（1錠）

効能・効果、用法・用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等については添付文書を参照してください。

● 本製品一覧には、右の
略号を用いております。

◎本紙に掲載の薬価は 2021 年 6 月現在のものです。
劇 …………劇薬　　 習 …………習慣性医薬品　（注意―習慣性あり）
要処方 ……処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）



製造販売元

本　社／〒921-8164　石川県金沢市久安3丁目406番地　　TEL（076）247-1231（代）　FAX（076）247-5739
支店・営業所／札幌・仙台・東京・北九州　　URL／https：//www.tatsumi-kagaku.com

新  製  品

販売名変更品

販売名 包装単位 調剤包装単位 販売包装単位

ジルムロ配合錠LD「TCK」
100錠（10錠×10） （01）04987124935417 （01）14987124158813
500錠（10錠×50） 〃 （01）14987124158820

バラ500錠 （01）04987124935455 （01）14987124158868

ジルムロ配合錠HD「TCK」
100錠（10錠×10） （01）04987124935516 （01）14987124158912
500錠（10錠×50） 〃 （01）14987124158929

バラ500錠 （01）04987124935554 （01）14987124158967

ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「TCK」 100錠（10錠×10） （01）04987124935219 （01）14987124158615

ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」
100錠（10錠×10） （01）04987124935318 （01）14987124158714

バラ500錠 （01）04987124935356 （01）14987124158769

エスゾピクロン錠1mg「TCK」
100錠（10錠×10） （01）04987124935615 （01）14987124159018

バラ100錠 （01）04987124935653 （01）14987124159063

エスゾピクロン錠2mg「TCK」
100錠（10錠×10） （01）04987124935714 （01）14987124159117

バラ300錠 （01）04987124935752 （01）14987124159162

エスゾピクロン錠3mg「TCK」
100錠（10錠×10） （01）04987124935813 （01）14987124159216

バラ300錠 （01）04987124935851 （01）14987124159261

販売名 包装単位 調剤包装単位 販売包装単位

イブプロフェン錠100mg｢TCK｣
（旧販売名：イブプロフェン錠100mg｢タツミ｣）

100錠（10錠ｘ10） （01）04987124901825 （01）14987124132028
1200錠（10錠ｘ120） 〃 （01）14987124132042

イブプロフェン錠200mg｢TCK｣
(旧販売名：イブプロフェン錠200mg｢タツミ｣ ) 100錠（10錠ｘ10） （01）04987124916027 （01）14987124135623

エパルレスタット錠50mg「TCK」
（旧販売名：エパルレスタット錠50「タツミ」） 100錠（10錠×10） （01）04987124902525 （01）14987124123835

ソファルコンカプセル100mg「TCK」
（旧販売名：ラビンカプセル100mg）

100カプセル
（10カプセル×10） （01）04987124916522 （01）14987124236221

ソファルコン錠50mg「TCK」
（旧販売名：ラビン錠50mg）

100錠（10錠×10） （01）04987124913828 （01）14987124018520
1200錠（10錠×120） 〃 （01）14987124018544

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
クリーム0.3%「TCK」

（旧販売名：ユーメトンクリーム0.3%）

10g×10 （01）04987124981230 （01）14987124659143
10g×50 〃 （01）14987124659150

500g （01）04987124981285 （01）14987124659068

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
軟膏0.3%「TCK」

（旧販売名：ユーメトン軟膏0.3%）

10g×10 （01）04987124981131 （01）14987124658948
10g×50 〃 （01）14987124658955

500g （01）04987124981186 （01）14987124658863

プレドニゾロンクリーム0.5%「TCK」
（旧販売名：プレドニゾロンクリーム0.5%「タツミ」）

10g×10 （01）04987124980837 （01）14987124659341
10g×50 〃 （01）14987124659358

500g （01）04987124980882 （01）14987124659266

プロピベリン塩酸塩錠10mg「TCK」
（旧販売名：塩酸プロピベリン錠10「タツミ」） 100錠（10錠×10） （01）04987124903027 （01）14987124123439

プロピベリン塩酸塩錠20mg「TCK」
（旧販売名：塩酸プロピベリン錠20「タツミ」） 100錠（10錠×10） （01）04987124903126 （01）14987124123538

ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「TCK」
（旧販売名：ノルコットクリーム0.12%）

10g×10 （01）04987124980332 （01）14987124657347
10g×50 〃 （01）14987124657354

500g （01）04987124980387 （01）14987124657262

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
軟膏0.064%「TCK」

（旧販売名：ヒズボット軟膏0.064%）

10g×10 （01）04987124980639 （01）14987124658146
10g×50 〃 （01）14987124658153

500g （01）04987124980684 （01）14987124658061
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