
農林水産省告示第 525 号（2.3.18 公布）令和 2 年 4 月 1 日から施行の改正箇所 

 

第１部 注射薬 

改正  

事項 
頁 

改 正 後  改 正 前 

品 名 製造販売会社名 規格・単位 薬価（円）  品 名 製造販売会社名 規格・単位 薬価（円） 

社名変更 78 
動物用オキシトシン注射液

DSP 

ＤＳファーマアニマ

ルヘルス 
  

 動物用オキシトシン注射液

DSP 

ナガセ医薬品   

削除 78 （削る） （削る）    メイビックス注射液 ＤＳﾌｧｰﾏｱﾆﾏﾙﾍﾙｽ   

薬価改正 81 酢酸リンゲル液  500mL1V 219.00  酢酸リンゲル液  500ｍL1V 192.00 

新設 81 
酢酸リンゲル液 

ダイサクサン 共立製薬 
  

 

（新設） （新設） 
  

薬価改正 82 酢酸リンゲル液  1000ｍL1V 290.00  酢酸リンゲル液  1000ｍL1V 253.00 

新設 82 
酢酸リンゲル液 

ダイサクサン 共立製薬 
  

 

（新設） （新設） 
  

削除 84 
（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

 ダイサクサン 

ダイサクサン 

共立製薬 

共立製薬 

500ｍL1V 

1000ｍL1V 

219.00 

290.00 

削除 85 （削る） （削る）    チルミコシン注 30%「ﾀﾑﾗ」 田村製薬   

削除 89 （削る） （削る）    動物用ｺﾞﾅﾄﾛﾋﾞﾝ 10000 あすかアニマルヘルス   

薬価改正 89 （局）ブドウ糖注射液  5%100mL 127.00  （局）ブドウ糖注射液  5%100mL 125.00 

削除 89 （削る） （削る） （削る） （削る）  動物用フリートミン注射液 ＤＳﾌｧｰﾏｱﾆﾏﾙﾍﾙｽ 1mLV 15.00 

社名変更 89 アニビタン 100 注射液 MSD ｱﾆﾏﾙﾍﾙｽ    アニビタン 100 注射液 ナガセ医薬品   

社名変更 90 アニビタン 500 注射液 MSD ｱﾆﾏﾙﾍﾙｽ    アニビタン 500 注射液 ナガセ医薬品   

社名変更 93 コバクタン MSD ｱﾆﾏﾙﾍﾙｽ    コバクタン インターベット   

社名変更 93 セファガード MSD ｱﾆﾏﾙﾍﾙｽ    セファガード インターベット   

 



農林水産省告示第 525 号（2.3.18 公布）令和 2 年 4 月 1 日から施行の改正箇所 

 

第２部 内用薬 

改正 

事項 
頁 

改 正 後  改 正 前 

品 名 製造販売会社名 規格・単位 
薬価

（円） 
 品 名 製造販売会社名 規格・単位 薬価（円） 

薬価改正 95 （局）アスピリン  10ｇ 35.60  （局）アスピリン   29.90 

薬価改正 96 エクテシン液  10％10mL 63.20  エクテシン液   41.80 

薬価改正 96 （局）塩化カリウム  10ｇ 8.20  （局）塩化カリウム   8.30 

薬価改正 96 （局）塩化カルシウム水和物  10ｇ 17.20  （局）塩化カルシウム水和物   17.30 

薬価改正 98 （局）キニジン硫酸塩水和物  1ｇ 128.00  （局）キニジン硫酸塩水和物   128.30 

薬価改正 98 （局）苦味チンキ  10mL 17.10  （局）苦味チンキ   17.70 

薬価改正 98 （局）グルコン酸カルシウム水和物  1ｇ 7.50  （局）グルコン酸カルシウム水和物   7.60 

薬価改正 98 （局）合成ケイ酸アルミニウム  10ｇ 20.00  （局）合成ケイ酸アルミニウム   20.30 

薬価改正 99 スルファモノメトキシン水和物  1ｇ 20.20  スルファモノメトキシン水和物   11.20 

薬価改正 99 スルファモノメトキシン散  10％10ｇ 36.70  スルファモノメトキシン散   17.30 

薬価改正 99 スルファモノメトキシン散  20％10ｇ 44.00  スルファモノメトキシン散   21.40 

薬価改正 99 スルファモノメトキシンナトリウム  純末 1ｇ 22.30  スルファモノメトキシンナトリウム   13.00 

薬価改正 100 （局）天然ケイ酸アルミニウム  10ｇ 9.60  （局）天然ケイ酸アルミニウム   9.70 

薬価改正 101 （局）乳糖水和物  10ｇ 15.50  （局）乳糖水和物   15.60 

削除 101 （削る） （削る） （削る） （削る）  パンタム G 田村製薬 10ｇ 89.60 

薬価改正 103 （局）薬用炭  1ｇ 8.50  （局）薬用炭   7.30 

 

 

 

 

 



農林水産省告示第 525 号（2.3.18 公布）令和 2 年 4 月 1 日から施行の改正箇所 

第３部 外用薬 

改正 

事項 
頁 

改 正 後  改 正 前 

品 名 製造販売会社名 規格・単位 
薬価

（円） 
 品 名 製造販売会社名 

規格・単

位 

薬価

（円） 

薬価改正 105 （局）亜鉛華軟膏   24.90  （局）亜鉛華軟膏   25.20 

薬価改正 106 （局）グリセリン   9.50  （局）グリセリン   9.80 

薬価改正 106 （局）酸化亜鉛   20.40  （局）酸化亜鉛   20.60 

薬価改正 106 （局）親水ワセリン   20.50  （局）親水ワセリン   20.70 

薬価改正 107 （局）単軟膏   25.70  （局）単軟膏   26.10 

薬価改正 108 （局）複方ヨード・グリセリン   11.30  （局）複方ヨード・グリセリ

ン 

  13.80 

薬価改正 109 （局）流動パラフィン   8.90  （局）流動パラフィン   9.20 

  

第４部 注入・挿入薬 

改正 

事項 
頁 

改 正 後 
 改 正 前 

品 名 製造販売会社名 規格・単位 薬価（円）  品 名 製造販売会社名 規格・単位 薬価（円） 

削除 110 （削る）  （削る） （削る）  ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ油性乳房注入剤  200mg 力価 266.00 

削除 110 （削る） （削る）    ホーミング DX リケンﾍﾞｯﾂﾌｧｰﾏ   

削除 112 （削る）  （削る） （削る）  
ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾌﾟﾛｶｲﾝ・硫酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ油
性子宮注入剤 

 
PC・G40 万単位、

DSM400ｍｇ力価 
549.00 

削除 112 （削る） （削る）    子宮内膜炎用ホーミングマイシン リケンﾍﾞｯﾂﾌｧｰﾏ   

削除 112 （削る） （削る）    リケプロマイシンＰＤ リケンﾍﾞｯﾂﾌｧｰﾏ   

削除 112 （削る）  （削る） （削る）  
ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾌﾟﾛｶｲﾝ・硫酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ油
性乳房注入剤 

 
PC・G30 万単位、

DSM300ｍｇ力価 
272.00 

削除 112 （削る） （削る）    ホーミングＭＣ リケンﾍﾞｯﾂﾌｧｰﾏ   

削除 113 （削る）  （削る） （削る）  
ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾌﾟﾛｶｲﾝ・硫酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ油

性乳房注入剤 
 

PC・G100 万単位、

DSM1ｇ力価 
438.00 

削除 113 （削る） （削る）    乾乳用ホーミングＤＣ リケンﾍﾞｯﾂﾌｧｰﾏ   

 



農林水産省告示第 525 号（2.3.18 公布）令和 2 年 4 月 1 日から施行の改正箇所 

第 5 部 その他（改正後） 114 頁 

品名 製造販売会社名 規格・単位 薬価（円） 備考 

【注射薬】 チルミコシン注射液 300mg（力価）1mLV 146.00 令和 2 年 10 月 31 日まで適用 

チルミコシン注 30％「タムラ」 田村製薬 

ヒト絨毛性腺刺激ホルモン 10､000 単位 1A 2,065.00 令和 2 年 7 月 31 日まで適用 

動物用ゴナトロピン 10000 あすかアニマルヘルス 

ベルベリン注射液 0.2％100ml1V 178.00 令和 4 年 3 月 30 日まで適用 

ベリノール注 A 日本全薬工業 

【内用薬】 協同胃腸薬 リケンベッツファーマ 10ｇ 10.20 令和 2 年 12 月 31 日まで適用 

パンタム G 田村製薬 10ｇ 89.60 令和 2 年 9 月 30 日まで適用 

注： 

・ 「頁」は協会発行の、令和２年版「家畜共済薬効別薬価基準表」に掲載されている頁を示している。

・ 第 1 部～第 4 部は改正があった事項毎に記載している。

・ 第 5 部では改正後の内容を示している。

・ 照会等は農林水産省経営局保険監理官付家畜班（03-3501-3709）まで問い合わせ願います。

参考： 

  令和２年版「家畜共済薬効別薬価基準表」正誤表 

頁 正 誤 

429 
下から７行目 

牛：食用に供するためにと殺する前 4 日間 

牛：

下から７行目 

牛：食用に供するためにと殺する前 14 日間 

671 修正された使用上の注意（PDF） 
「オキシテトラサイクリン乳房炎用液 NZ」の 

使用上の注意 

http://jvpa.jp/jvpa/wp-content/uploads/2020/06/errata671.pdf

