
20201211＿追補分

製剤区分 レセコード 品名 規格単位 一般名 会社名 薬価 局 ※ 麻 毒向覚 劇 後発品
内 621444702 アシクロビル顆粒４０％「ＭＥＥＫ」 ４０％１ｇ アシクロビル 小林化工 103.20 局 後発品
内 621447102 アシクロビルシロップ８％「ＭＥＥＫ」 ８％１ｍＬ アシクロビル 小林化工 26.30 局 後発品
内 622834101 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 ファイザーＵＰＪ 10.10 局 劇 後発品
内 622834301 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 ファイザーＵＰＪ 10.10 局 劇 後発品
内 621074001 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「武田テバ」 ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリン水和物 武田テバ薬品 10.10 局 後発品
内 622829001 イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 リバーロキサバン バイエル 364.10
内 622829101 イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 リバーロキサバン バイエル 517.00
内 621468802 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 サンノーバ 16.30 局 後発品
内 621847002 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
１０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 サンノーバ 16.20 局 後発品

内 621485101 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＥＯ」 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 ダイト 26.30 後発品
内 622129602 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「イワキ」 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 岩城製薬 26.30 後発品
内 621486101 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＣＥＯ」 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 ダイト 33.00 後発品
内 621485903 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＳＮ」 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 シオノケミカル 33.00 後発品
内 621485601 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「イワキ」 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 岩城製薬 33.00 後発品
内 622834401 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ファイザー」 ２０ｍｇ１錠 エレトリプタン臭化水素酸塩 ファイザーＵＰＪ 265.20 劇 後発品
内 622839101 オキシコドン内服液２．５ｍｇ「日本臓器」 ２．５ｍｇ２．５ｍＬ１包 オキシコドン塩酸塩水和物 日本臓器 89.20 麻 劇 後発品
内 622839201 オキシコドン内服液５ｍｇ「日本臓器」 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 オキシコドン塩酸塩水和物 日本臓器 163.10 麻 劇 後発品
内 622839301 オキシコドン内服液１０ｍｇ「日本臓器」 １０ｍｇ５ｍＬ１包 オキシコドン塩酸塩水和物 日本臓器 298.30 麻 劇 後発品
内 622839401 オキシコドン内服液２０ｍｇ「日本臓器」 ２０ｍｇ５ｍＬ１包 オキシコドン塩酸塩水和物 日本臓器 545.50 麻 劇 後発品
内 620543501 カリジノゲナーゼ錠２５単位「フジモト」 ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ 藤本製薬 5.90 後発品
内 620543701 カリジノゲナーゼ錠５０単位「フジモト」 ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ 藤本製薬 13.30 後発品
内 620537002 クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「日新」 ２５ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル 日新（山形） 59.30
内 620392413 コデインリン酸塩散１％「フソー」 １％１ｇ コデインリン酸塩水和物 扶桑薬品 7.70 局 劇
内 620392425 コデインリン酸塩散１％「メタル」 １％１ｇ コデインリン酸塩水和物 中北薬品 9.80 局 劇
内 620718301 ジアイナ配合カプセル １カプセル チアミンジスルフィド・Ｂ

６・Ｂ１２配合剤
鶴原製薬 5.50 後発品

内 620043101 ジアゼパム錠２ｍｇ「タイホウ」 ２ｍｇ１錠 ジアゼパム 大鵬薬品 5.70 局 向 後発品
内 620044901 ジアゼパム錠５ｍｇ「タイホウ」 ５ｍｇ１錠 ジアゼパム 大鵬薬品 5.80 局 向 後発品
内 620392523 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「メタル」 １％１ｇ ジヒドロコデインリン酸塩 中北薬品 8.60 局 劇
内 620422801 ジメチコン錠４０ｍｇ「ホリイ」 ４０ｍｇ１錠 ジメチコン 堀井薬品 5.70 後発品
内 622083302 ジメチコン錠８０ｍｇ「ホリイ」 ８０ｍｇ１錠 ジメチコン 堀井薬品 5.70 後発品
内 620423501 ジメチコン内用液２％「ＦＳＫ」 ２％１ｍＬ ジメチコン 伏見製薬所 3.10 後発品
内 620423702 ジメチコン内用液２％「カイゲン」 ２％１ｍＬ ジメチコン カイゲンファーマ 3.10 後発品
内 620423601 ジメチコン内用液２％「ホリイ」 ２％１ｍＬ ジメチコン 堀井薬品 3.10 後発品
内 621523902 シロスタゾール内服ゼリー５０ｍｇ「ＥＥ」 ５０ｍｇ１包 シロスタゾール 日医工 52.60 後発品
内 621524002 シロスタゾール内服ゼリー１００ｍｇ「ＥＥ」 １００ｍｇ１包 シロスタゾール 日医工 62.90 後発品
内 622836801 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＪＧ」 ２ｍｇ１錠 シロドシン 日本ジェネリック 12.40 劇 後発品
内 622836901 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＪＧ」 ４ｍｇ１錠 シロドシン 日本ジェネリック 23.90 劇 後発品
内 621440402 セフィキシム細粒小児用５％「武田テバ」 ５０ｍｇ１ｇ セフィキシム水和物 武田テバファーマ 61.20 局
内 620480002 センノシド顆粒８％「日医工」 ８％１ｇ センノシド サンノーバ 12.40 後発品
内 621668003 タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「武田テ

バ」
０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 武田テバファーマ 19.40 後発品

内 621668103 タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「武田テ
バ」

０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 武田テバファーマ 35.20 後発品

内 620476464 炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 １０ｇ 炭酸水素ナトリウム マイラン製薬 7.50 局
内 621634902 炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ファイザー」 ５００ｍｇ１錠 炭酸水素ナトリウム マイラン製薬 5.70 後発品
内 620371313 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散１０％「メタ

ル」
１０％１ｇ ｄｌ－メチルエフェドリン塩

酸塩
中北薬品 7.60 局

内 621369301 デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒１０％
「ツルハラ」

１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

鶴原製薬 7.90 劇 後発品

内 620374001 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ
「ツルハラ」

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

鶴原製薬 5.70 後発品

内 620697701 パンテチン錠１００ｍｇ「シオエ」 １００ｍｇ１錠 パンテチン シオエ製薬 5.70 後発品
内 620488102 ピコスルファートナトリウム顆粒１％「ゼリア」 １％１ｇ ピコスルファートナトリウム

水和物
日新（山形） 19.60 後発品
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製剤区分 レセコード 品名 規格単位 一般名 会社名 薬価 局 ※ 麻 毒向覚 劇 後発品
内 622828801 プソフェキ配合錠「ＳＡＮＩＫ」 １錠 フェキソフェナジン塩酸塩・

塩酸プソイドエフェドリン
日医工サノフィ 23.40 劇 後発品

内 620873901 ブホルミン塩酸塩腸溶錠５０ｍｇ「ＫＯ」 ５０ｍｇ１錠 ブホルミン塩酸塩 寿製薬 9.80 局 劇 後発品
内 622823401 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 第一三共エスファ 21.80 後発品
内 622837001 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＪＧ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 日本ジェネリック 21.80 後発品
内 622826501 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＭＰ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 共創未来 21.80 後発品
内 622840601 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 小林化工 21.80 後発品
内 622828501 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＮＰＩ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 日本薬品 21.80 後発品
内 622822601 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 陽進堂 21.80 後発品
内 622841601 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＺＥ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 全星薬品 21.80 後発品
内 622837701 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 共和薬品 21.80 後発品
内 622822101 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「オーハラ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 大原薬品 21.80 後発品
内 622841901 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「科研」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン ダイト 21.80 後発品
内 622697501 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「杏林」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン キョーリンリメディオ 21.80 後発品
内 622826201 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ケミファ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 日本ケミファ 21.80 後発品
内 622831801 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 沢井製薬 21.80 後発品
内 622838501 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「サンド」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン サンド 21.80 後発品
内 622835301 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「武田テバ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 武田テバファーマ 21.80 後発品
内 622825301 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 東和薬品 21.80 後発品
内 622827701 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 日医工 21.80 後発品
内 622839501 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ニプロ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン ニプロ 21.80 後発品
内 622834901 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ファイザー」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン ファイザーＵＰＪ 21.80 後発品
内 622821801 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「フェルゼン」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン フェルゼンファーマ 21.80 後発品
内 622824201 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「三笠」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 三笠製薬 21.80 後発品
内 622835801 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「明治」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン 日新（山形） 21.80 後発品
内 622823501 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 第一三共エスファ 36.30 後発品
内 622837101 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＪＧ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 日本ジェネリック 36.30 後発品
内 622826601 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＫＭＰ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 共創未来 36.30 後発品
内 622840801 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＫＮ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 小林化工 36.30 後発品
内 622828601 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＮＰＩ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 日本薬品 36.30 後発品
内 622822801 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＹＤ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 陽進堂 36.30 後発品
内 622841701 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＺＥ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 全星薬品 36.30 後発品
内 622837801 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「アメル」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 共和薬品 36.30 後発品
内 622822201 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「オーハラ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 大原薬品 36.30 後発品
内 622842001 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「科研」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン ダイト 36.30 後発品
内 622697601 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「杏林」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン キョーリンリメディオ 36.30 後発品
内 622826301 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ケミファ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 日本ケミファ 36.30 後発品
内 622831901 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 沢井製薬 36.30 後発品
内 622838601 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「サンド」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン サンド 36.30 後発品
内 622835501 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「武田テバ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 武田テバファーマ 36.30 後発品
内 622825401 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「トーワ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 東和薬品 36.30 後発品
内 622827901 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「日医工」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 日医工 36.30 後発品
内 622839601 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ニプロ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン ニプロ 36.30 後発品
内 622835001 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ファイザー」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン ファイザーＵＰＪ 36.30 後発品
内 622821901 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「フェルゼン」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン フェルゼンファーマ 36.30 後発品
内 622824401 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「三笠」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 三笠製薬 36.30 後発品
内 622835901 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「明治」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン 日新（山形） 36.30 後発品
内 622823601 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 第一三共エスファ 50.10 後発品
内 622837201 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 日本ジェネリック 50.10 後発品
内 622826701 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＫＭＰ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 共創未来 50.10 後発品
内 622840901 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＫＮ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 小林化工 50.10 後発品
内 622828701 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＮＰＩ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 日本薬品 50.10 後発品
内 622822901 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 陽進堂 50.10 後発品
内 622841801 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＺＥ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 全星薬品 50.10 後発品
内 622837901 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「アメル」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 共和薬品 50.10 後発品
内 622822301 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「オーハラ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 大原薬品 50.10 後発品
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製剤区分 レセコード 品名 規格単位 一般名 会社名 薬価 局 ※ 麻 毒向覚 劇 後発品
内 622842101 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「科研」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン ダイト 50.10 後発品
内 622697701 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「杏林」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン キョーリンリメディオ 50.10 後発品
内 622826401 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ケミファ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 日本ケミファ 50.10 後発品
内 622832001 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「サワイ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 沢井製薬 50.10 後発品
内 622838701 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「サンド」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン サンド 50.10 後発品
内 622835601 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「武田テバ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 武田テバファーマ 50.10 後発品
内 622825501 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「トーワ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 東和薬品 50.10 後発品
内 622828001 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「日医工」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 日医工 50.10 後発品
内 622839701 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ニプロ」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン ニプロ 50.10 後発品
内 622835101 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ファイザー」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン ファイザーＵＰＪ 50.10 後発品
内 622822001 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「フェルゼン」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン フェルゼンファーマ 50.10 後発品
内 622824501 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「三笠」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 三笠製薬 50.10 後発品
内 622835701 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「明治」 １５０ｍｇ１錠 プレガバリン 日新（山形） 50.10 後発品
内 622840701 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 ５０ｍｇ１錠 プレガバリン 小林化工 30.00 後発品
内 622822701 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「ＹＤ」 ５０ｍｇ１錠 プレガバリン 陽進堂 30.00 後発品
内 622835401 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「武田テバ」 ５０ｍｇ１錠 プレガバリン 武田テバファーマ 30.00 後発品
内 622827801 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 プレガバリン 日医工 30.00 後発品
内 622824301 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「三笠」 ５０ｍｇ１錠 プレガバリン 三笠製薬 30.00 後発品
内 622831501 プレガバリンカプセル２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１カプセル プレガバリン 沢井製薬 21.80 後発品
内 622825001 プレガバリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１カプセル プレガバリン 東和薬品 21.80 後発品
内 622827401 プレガバリンカプセル２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１カプセル プレガバリン 日医工 21.80 後発品
内 622831601 プレガバリンカプセル７５ｍｇ「サワイ」 ７５ｍｇ１カプセル プレガバリン 沢井製薬 36.30 後発品
内 622825101 プレガバリンカプセル７５ｍｇ「トーワ」 ７５ｍｇ１カプセル プレガバリン 東和薬品 36.30 後発品
内 622827501 プレガバリンカプセル７５ｍｇ「日医工」 ７５ｍｇ１カプセル プレガバリン 日医工 36.30 後発品
内 622831701 プレガバリンカプセル１５０ｍｇ「サワイ」 １５０ｍｇ１カプセル プレガバリン 沢井製薬 50.10 後発品
内 622825201 プレガバリンカプセル１５０ｍｇ「トーワ」 １５０ｍｇ１カプセル プレガバリン 東和薬品 50.10 後発品
内 622827601 プレガバリンカプセル１５０ｍｇ「日医工」 １５０ｍｇ１カプセル プレガバリン 日医工 50.10 後発品
内 620121102 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチンメシル酸塩 寿製薬 46.10 劇 後発品
内 620856901 ベンズブロマロン細粒１０％「ＫＯ」 １０％１ｇ ベンズブロマロン 寿製薬 36.60 劇 後発品
内 621405201 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ散９６．７％分包

５．１７ｇ〈ハチ〉
９６．７％１ｇ ポリスチレンスルホン酸カル

シウム
東洋製化 12.10 後発品

内 622189502 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ顆粒８９．２９％分
包５．６ｇ「三和」

８９．２９％１ｇ ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

三和化学 12.10 後発品

内 621261102 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分
包２５ｇ「三和」

２０％２５ｇ１個 ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

三和化学 75.10 後発品

内 622841101 マグコロール散６８％分包５０ｇ ６８％５０ｇ１包 クエン酸マグネシウム 堀井薬品 385.00
内 622841201 マグコロール散６８％分包１００ｇ ６８％１００ｇ１包 クエン酸マグネシウム 堀井薬品 770.00
内 622841301 マグコロール内用液１３．６％分包２５０ｍＬ １３．６％２５０ｍＬ１包 クエン酸マグネシウム 堀井薬品 399.40
内 622518102 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「ＳＮ」 ５ｍｇ１錠 ミチグリニドカルシウム水和

物
シオノケミカル 8.60 後発品

内 622518202 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「ＳＮ」 １０ｍｇ１錠 ミチグリニドカルシウム水和
物

シオノケミカル 14.70 後発品

内 620708606 メコバラミン錠５００μｇ「ＫＯ」 ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン 寿製薬 5.70 局 後発品
内 622784601 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＰ

Ｂ」
２５０ｍｇ１錠 メトホルミン塩酸塩 ＤＳファーマプロモ 10.10 局 劇

内 622822401 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「明治」 ２５０ｍｇ１錠 メトホルミン塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ 10.10 局 劇
内 622784701 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＤＳＰ

Ｂ」
５００ｍｇ１錠 メトホルミン塩酸塩 ＤＳファーマプロモ 10.10 局 劇 後発品

内 622822501 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「明治」 ５００ｍｇ１錠 メトホルミン塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ 10.10 局 劇 後発品
内 622824101 メマンチン塩酸塩ドライシロップ２％「ＤＳＥ

Ｐ」
２％１ｇ メマンチン塩酸塩 第一三共エスファ 193.90 劇 後発品

内 622842401 メルカゾール錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 チアマゾール あすか製薬 9.80 局
内 622842601 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包１０ｍｇ「フ

ジモト」
１０ｍｇ１包 モルヒネ硫酸塩水和物 藤本製薬 200.90 麻 劇 後発品

内 622842701 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包３０ｍｇ「フ
ジモト」

３０ｍｇ１包 モルヒネ硫酸塩水和物 藤本製薬 528.30 麻 劇 後発品
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20201211＿追補分

製剤区分 レセコード 品名 規格単位 一般名 会社名 薬価 局 ※ 麻 毒向覚 劇 後発品
内 621666305 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「武田テバ」 ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾール 武田テバファーマ 40.20 局 後発品
内 621393202 リドカイン塩酸塩ビスカス２％「ＫＮ」 ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩 小林化工 4.10 劇 後発品
内 620100401 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＫＯ」 ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム

水和物
寿製薬 9.80 局 後発品

内 622828901 ロレアス配合錠「ＮＳ」 １錠 クロピドグレル硫酸塩・アス
ピリン

日新（山形） 117.00 後発品

内 622833001 ロレアス配合錠「ＳＡＮＩＫ」 １錠 クロピドグレル硫酸塩・アス
ピリン

日医工サノフィ 117.00 後発品

内 622829701 ロレアス配合錠「杏林」 １錠 クロピドグレル硫酸塩・アス
ピリン

キョーリンリメディオ 117.00 後発品

注 621144502 アシクロビル点滴静注２５０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ２５０ｍｇ１管 アシクロビル 小林化工 940.00 局 後発品
注 620240101 安息香酸Ｎａカフェイン注１００ｍｇ「フソー」 １０％１ｍＬ１管 安息香酸ナトリウムカフェイ

ン
扶桑薬品 64.00 後発品

注 620240201 安息香酸Ｎａカフェイン注２００ｍｇ「フソー」 ２０％１ｍＬ１管 安息香酸ナトリウムカフェイ
ン

扶桑薬品 64.00 後発品

注 621185101 イオパミドール１５０注２００ｍＬ「Ｆ」 ３０．６２％２００ｍＬ１瓶 イオパミドール 富士製薬 3,932.00 局 後発品
注 621451401 イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ

「Ｆ」
７５．５２％１００ｍＬ１筒 イオパミドール 富士製薬 4,107.00 局 後発品

注 621728802 イオヘキソール２４０注シリンジ１００ｍＬ
「Ｆ」

５１．７７％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール 富士製薬 4,434.00 局

注 622157902 イオヘキソール２４０注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ
Ｆ」

５１．７７％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール 武田テバファーマ 4,434.00 局

注 621453202 イオヘキソール３５０注５０ｍＬ「Ｆ」 ７５．４９％５０ｍＬ１瓶 イオヘキソール 富士製薬 2,854.00 局
注 621535602 イオヘキソール３５０注５０ｍＬ「ＦＦ」 ７５．４９％５０ｍＬ１瓶 イオヘキソール 武田テバファーマ 2,854.00 局
注 621900302 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＳＵ

Ｎ」
４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 サンファーマ 1,955.00 劇 後発品

注 621900402 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＳＵ
Ｎ」

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 サンファーマ 4,356.00 劇 後発品

注 621519104 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇシリンジ「武田
テバ」

２０ｍｇ０．５ｍＬ１筒 オザグレルナトリウム 武田テバファーマ 343.00 局 後発品

注 621519204 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇシリンジ「武田
テバ」

４０ｍｇ１ｍＬ１筒 オザグレルナトリウム 武田テバファーマ 711.00 局 後発品

注 621519304 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇシリンジ「武田
テバ」

８０ｍｇ２ｍＬ１筒 オザグレルナトリウム 武田テバファーマ 1,431.00 局 後発品

注 622829801 クリニザルツ輸液 ５００ｍＬ１袋 共和クリティケア 274.00
注 622829901 グルアセト３５注 ５００ｍＬ１袋 共和クリティケア 165.00 後発品
注 621156608 献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ

「ＫＭＢ」
２５％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン ＫＭバイオロジクス 5,002.00

注 621155408 献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「Ｋ
ＭＢ」

２０％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン ＫＭバイオロジクス 4,055.00

注 622841401 コートロシン注射用０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１瓶 テトラコサクチド酢酸塩 第一三共 1,363.00
注 622841501 コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１瓶 酢酸テトラコサクチド亜鉛 第一三共 1,887.00
注 620723302 ジアイナ配合静注液 １０ｍＬ１管 チアミンジスルフィド・Ｂ

６・Ｂ１２配合剤
鶴原製薬 58.00 後発品

注 622842200 生理食塩液 ２００ｍＬ１袋 156.00 局
注 621756002 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「武田テ

バ」
２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩 武田テバファーマ 182.00 局 後発品

注 621094804 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「武田テバ」 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩 武田テバファーマ 402.00 局 後発品
注 621666904 セフタジジム静注用１ｇ「武田テバ」 １ｇ１瓶 セフタジジム水和物 武田テバファーマ 479.00 局 後発品
注 620680603 チアミン塩化物塩酸塩注５０ｍｇ「フソー」 ５０ｍｇ１管 チアミン塩化物塩酸塩 扶桑薬品 94.00 局
注 620246201 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇバッグ「ニ

チヤク」
０．１％２００ｍＬ１袋 ドパミン塩酸塩 日本製薬 845.00 局 劇 後発品

注 620246501 ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇバッグ「ニ
チヤク」

０．３％２００ｍＬ１袋 ドパミン塩酸塩 日本製薬 1,233.00 局 劇 後発品

注 621430803 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「Ａ
Ｙ」

５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 エイワイファーマ 645.00 劇 後発品
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20201211＿追補分

製剤区分 レセコード 品名 規格単位 一般名 会社名 薬価 局 ※ 麻 毒向覚 劇 後発品
注 621430502 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「Ｍ

ＥＥＫ」
５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 小林化工 645.00 劇 後発品

注 622830201 ハルトマン液「コバヤシ」 ５００ｍＬ１袋 乳酸リンゲル 共和クリティケア 204.00 後発品
注 622830001 ハルトマンＤ液「小林」 ５００ｍＬ１袋 ブドウ糖加乳酸リンゲル 共和クリティケア 160.00 後発品
注 621480902 パルナパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬバイア

ル１０ｍＬ「ＩＬＳ」
５，０００低分子量ヘパリン
単位１瓶

パルナパリンナトリウム ＩＬＳ 859.00

注 620699301 パンテチン注２００ｍｇ「ＫＣＣ」 ２００ｍｇ１管 パンテチン 共和クリティケア 57.00 後発品
注 620895802 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「ツル

ハラ」
１％２．５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 鶴原製薬 406.00 局 後発品

注 620518605 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ注射用１
００ｍｇ「武田テバ」

１００ｍｇ１瓶（溶解液付） ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

武田テバ薬品 300.00 後発品

注 620518905 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ注射用３
００ｍｇ「武田テバ」

３００ｍｇ１瓶（溶解液付） ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

武田テバ薬品 903.00 後発品

注 620519005 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ静注用５
００ｍｇ「武田テバ」

５００ｍｇ１瓶（溶解液付） ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

武田テバ薬品 1,194.00 後発品

注 620519205 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ静注用１
０００ｍｇ「武田テバ」

１ｇ１瓶（溶解液付） ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

武田テバ薬品 2,107.00 後発品

注 622683602 ピリヴィジェン１０％静注５ｇ／５０ｍＬ ５ｇ５０ｍＬ１瓶 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブ
リン

ＣＳＬベーリング 40,168.00

注 622683702 ピリヴィジェン１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ １０ｇ１００ｍＬ１瓶 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブ
リン

ＣＳＬベーリング 79,469.00

注 622683802 ピリヴィジェン１０％静注２０ｇ／２００ｍＬ ２０ｇ２００ｍＬ１瓶 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブ
リン

ＣＳＬベーリング 157,228.00

注 622842300 ブドウ糖注射液 ５％２００ｍＬ１袋 159.00 局
注 621454706 モルヒネ塩酸塩注１００ｍｇシリンジ「テルモ」 １％１０ｍＬ１筒 モルヒネ塩酸塩水和物 テルモ 2,620.00 麻 劇 後発品
外 622842501 アズレンうがい液４％「ニットー」 ４％１ｍＬ アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物
日東メディック 37.70 後発品

外 620639002 インドメタシンパップ７０ｍｇ「ハラサワ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インドメタシン 原沢製薬 17.10 後発品
外 620656403 クロトリマゾールゲル１％「日医工」 １％１ｇ クロトリマゾール 東興薬品 13.00 後発品
外 620656703 クロトリマゾールクリーム１％「日医工」 １％１ｇ クロトリマゾール 東興薬品 13.00 後発品
外 620657103 クロトリマゾール外用液１％「日医工」 １％１ｍＬ クロトリマゾール 東興薬品 13.00 後発品
外 620587102 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液

０．５％Ｒ「カネイチ」
０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸

塩
兼一薬品 6.40 後発品

外 620587702 クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液５％「カネ
イチ」

５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸
塩

兼一薬品 10.70 後発品

外 620588601 クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液５％「シオ
エ」

５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸
塩

シオエ製薬 10.70 後発品

外 621654404 クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液５％「日医
工」

５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸
塩

日医工 9.40 後発品

外 620008545 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ラクール」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェン 三友薬品 12.30 後発品
外 620008546 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ラクール」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン 三友薬品 17.10 後発品
外 621229101 シアノコバラミン点眼液０．０２％「センジュ」 ０．０２％５ｍＬ１瓶 シアノコバラミン 千寿製薬 86.40 後発品
外 621616302 ｄｌ－カンフル精１０％「コザカイ」 １０ｍＬ カンフル 小堺製薬 15.20 後発品
外 621705002 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ファイ

ザー」
１％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 マイラン製薬 18.70 局 後発品

外 620509001 トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤２５μ
ｇ「大正」

２５μｇ１枚 トリアムシノロンアセトニド 帝國製薬 37.90

外 621229401 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「科研」 ０．１％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 科研製薬 229.50 局 後発品
外 621467301 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「センジュ」 ０．１％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 千寿製薬 229.50 局 後発品
外 620218401 ヒアルロン酸Ｎａ０．７眼粘弾剤１％「生化学」 １％０．７ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 生化学 5,414.80 後発品
外 622003702 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「生化学」 １％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 生化学 3,976.40 後発品
外 620219501 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「生化

学」
１％０．８５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 生化学 5,419.00

外 622167402 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「科研」 ０．３％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 科研製薬 308.90 局 後発品
外 622260802 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「センジュ」 ０．３％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 千寿製薬 308.90 局 後発品
外 620212001 ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」 ０．００５％５ｍＬ１瓶 ピレノキシン 参天製薬 64.90 後発品
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製剤区分 レセコード 品名 規格単位 一般名 会社名 薬価 局 ※ 麻 毒向覚 劇 後発品
外 622440402 フェルビナク外用ポンプスプレー３％「三笠」 ３％１ｍＬ フェルビナク 三笠製薬 6.40 後発品
外 621877401 フェルビナクテープ７０ｍｇ「三笠」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク 三笠製薬 14.00 局 後発品
外 620645302 フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 ３％１ｇ フェルビナク 三笠製薬 6.50 後発品
外 620220501 プラノプロフェン点眼液０．１％「参天」 ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン 参天製薬 24.40 後発品
外 622838401 ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「サンド」 １％１ｍＬ ブリンゾラミド サンド 158.60 後発品
外 620611303 フルオシノニド軟膏０．０５％「日医工」 ０．０５％１ｇ フルオシノニド 東興薬品 14.70 劇 後発品
外 620612203 フルオシノニドクリーム０．０５％「日医工」 ０．０５％１ｇ フルオシノニド 東興薬品 14.70 劇 後発品
外 620612303 フルオシノニドゲル０．０５％「日医工」 ０．０５％１ｇ フルオシノニド 東興薬品 14.70 劇 後発品
外 621877301 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ

ｇ「ＤＳＰ」５６噴霧用
４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エ

ステル
東興薬品 695.40 後発品

外 621907901 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ
ｇ「トーワ」５６噴霧用

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

東和薬品 695.40 後発品

外 621969002 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ
ｇ「日本臓器」５６噴霧用

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

日本臓器 695.40 後発品

外 621612503 フルルビプロフェンテープ４０ｍｇ「ＱＱ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フルルビプロフェン 救急薬品 13.10 後発品
外 621372209 ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏０．０

６４％「ラクール」
０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸

エステル
東光薬品 9.50 劇 後発品

外 620654702 ヘパリン類似物質ゲル０．３％「日医工」 １ｇ ヘパリン類似物質 帝國製薬 5.90 後発品
外 620813503 ヘパリン類似物質クリーム０．３％「日医工」 １ｇ ヘパリン類似物質 帝國製薬 7.30 後発品
外 620814003 ヘパリン類似物質ローション０．３％「日医工」 １ｇ ヘパリン類似物質 帝國製薬 7.30 後発品
外 620580104 ベンザルコニウム塩化物消毒液１０％〈ハチ〉 １０％１０ｍＬ ベンザルコニウム塩化物 東洋製化 6.70 局
外 620572601 ポビドンヨード消毒液１０％「カネイチ」 １０％１０ｍＬ ポビドンヨード 兼一薬品 11.30 後発品
外 620572202 ポビドンヨード消毒液１０％「シオエ」 １０％１０ｍＬ ポビドンヨード シオエ製薬 13.20 後発品
外 620415001 ポビドンヨードガーグル液７％「シオエ」 ７％１ｍＬ ポビドンヨード シオエ製薬 2.20 後発品
外 620167802 リドカイン塩酸塩ゼリー２％「ＫＮ」 ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩 小林化工 4.40 後発品
外 622823701 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 第一三共エスファ 137.10 劇 後発品
外 622826801 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＫＭＰ」 ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 共創未来 137.10 劇 後発品
外 622823001 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＹＤ」 ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 陽進堂 137.10 劇 後発品
外 622828101 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＹＰ」 ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 祐徳薬品 137.10 劇 後発品
外 622838001 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「アメル」 ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 帝國製薬 137.10 劇 後発品
外 622832101 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「サワイ」 ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 沢井製薬 137.10 劇 後発品
外 622824601 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「トーワ」 ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 東和薬品 137.10 劇 後発品
外 622825801 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「日医工」 ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 日医工 137.10 劇 後発品
外 622839801 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ニプロ」 ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミン ニプロ 137.10 劇 後発品
外 622820001 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「久光」 ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 久光製薬 137.10 劇 後発品
外 622823801 リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ９ｍｇ１枚 リバスチグミン 第一三共エスファ 154.20 劇 後発品
外 622826901 リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＫＭＰ」 ９ｍｇ１枚 リバスチグミン 共創未来 154.20 劇 後発品
外 622823101 リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＹＤ」 ９ｍｇ１枚 リバスチグミン 陽進堂 154.20 劇 後発品
外 622828201 リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＹＰ」 ９ｍｇ１枚 リバスチグミン 祐徳薬品 154.20 劇 後発品
外 622838101 リバスチグミンテープ９ｍｇ「アメル」 ９ｍｇ１枚 リバスチグミン 帝國製薬 154.20 劇 後発品
外 622832201 リバスチグミンテープ９ｍｇ「サワイ」 ９ｍｇ１枚 リバスチグミン 沢井製薬 154.20 劇 後発品
外 622824701 リバスチグミンテープ９ｍｇ「トーワ」 ９ｍｇ１枚 リバスチグミン 東和薬品 154.20 劇 後発品
外 622825901 リバスチグミンテープ９ｍｇ「日医工」 ９ｍｇ１枚 リバスチグミン 日医工 154.20 劇 後発品
外 622839901 リバスチグミンテープ９ｍｇ「ニプロ」 ９ｍｇ１枚 リバスチグミン ニプロ 154.20 劇 後発品
外 622820101 リバスチグミンテープ９ｍｇ「久光」 ９ｍｇ１枚 リバスチグミン 久光製薬 154.20 劇 後発品
外 622823901 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 第一三共エスファ 165.20 劇 後発品
外 622827001 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＫＭＰ」 １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 共創未来 165.20 劇 後発品
外 622823201 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＹＤ」 １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 陽進堂 165.20 劇 後発品
外 622828301 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＹＰ」 １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 祐徳薬品 165.20 劇 後発品
外 622838201 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「アメル」 １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 帝國製薬 165.20 劇 後発品
外 622832301 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「サワイ」 １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 沢井製薬 165.20 劇 後発品
外 622824801 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「トーワ」 １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 東和薬品 165.20 劇 後発品
外 622826001 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「日医工」 １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 日医工 165.20 劇 後発品
外 622840001 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ニプロ」 １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミン ニプロ 165.20 劇 後発品
外 622820201 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「久光」 １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミン 久光製薬 165.20 劇 後発品
外 622824001 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １８ｍｇ１枚 リバスチグミン 第一三共エスファ 173.40 劇 後発品
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外 622827101 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＫＭＰ」 １８ｍｇ１枚 リバスチグミン 共創未来 173.40 劇 後発品
外 622823301 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＹＤ」 １８ｍｇ１枚 リバスチグミン 陽進堂 173.40 劇 後発品
外 622828401 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 １８ｍｇ１枚 リバスチグミン 祐徳薬品 173.40 劇 後発品
外 622838301 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「アメル」 １８ｍｇ１枚 リバスチグミン 帝國製薬 173.40 劇 後発品
外 622832401 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「サワイ」 １８ｍｇ１枚 リバスチグミン 沢井製薬 173.40 劇 後発品
外 622824901 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「トーワ」 １８ｍｇ１枚 リバスチグミン 東和薬品 173.40 劇 後発品
外 622826101 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「日医工」 １８ｍｇ１枚 リバスチグミン 日医工 173.40 劇 後発品
外 622840101 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ニプロ」 １８ｍｇ１枚 リバスチグミン ニプロ 173.40 劇 後発品
外 622820301 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「久光」 １８ｍｇ１枚 リバスチグミン 久光製薬 173.40 劇 後発品
外 621879401 レボカバスチン点眼液０．０２５％「ニットー」 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩 東亜薬品 72.00 後発品
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