
20211125＿経過措置分（別表２＿Ｒ０４．３末まで）

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 後発品

内用薬 622269601 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 陽進堂 71.80  後発品

内用薬 620457501 アズクレニンＳ配合顆粒 １ｇ アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

長生堂製薬 6.50  後発品

内用薬 612120004 アセタノールカプセル１００ １００ｍｇ１カプセル アセブトロール塩酸塩 サノフィ 13.30  

内用薬 612120148 アセタノールカプセル２００ ２００ｍｇ１カプセル アセブトロール塩酸塩 サノフィ 24.10  

内用薬 612170539 アダラートＬ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ニフェジピン バイエル薬品 12.90  
内用薬 612170540 アダラートＬ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン バイエル薬品 13.30  
内用薬 622217701 アマリールＯＤ錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド サノフィ 10.10  
内用薬 622122201 アマリールＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 グリメピリド サノフィ 14.10  
内用薬 622122301 アマリールＯＤ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 グリメピリド サノフィ 32.90  
内用薬 620539001 アリルエストレノール錠２５ｍｇ「サワ

イ
２５ｍｇ１錠 アリルエストレノール 沢井製薬 24.10  後発品

内用薬 620434501 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 １００ｍｇ１錠 アルジオキサ 小林化工 5.70 局  後発品

内用薬 622068701 アレグラＯＤ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 サノフィ 46.60  
内用薬 620007913 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩 陽進堂 7.40  後発品

内用薬 621278801 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

１００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 辰巳化学 6.60 局  後発品

内用薬 622515901 エレルサ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エルバスビル ＭＳＤ 24,320.90  
内用薬 610454012 オステン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン 武田テバ薬品 20.80 局  
内用薬 612330086 オリザチーム顆粒 ５０％１ｇ β－ガラクトシダーゼ（アス

ペルギルス）
ヤクルト本社 28.70  後発品

内用薬 622216001 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「イ
ワキ」

２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 岩城製薬 10.10  後発品

内用薬 622216101 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「イワ
キ」

５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 岩城製薬 13.80  後発品

内用薬 622302601 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「ＴＣＫ」

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

辰巳化学 5.90  後発品

内用薬 622459501 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「明治」 １２ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

51.80  後発品

内用薬 622459201 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「明治」 ２ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

11.60  後発品

内用薬 622369501 カンデサルタン錠１２ｍｇ「明治」 １２ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

51.80 局  後発品

内用薬 622185201 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＡＡ」 １００ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩 あすか製薬 31.70 局  後発品

内用薬 622185101 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＡＡ」 ２５ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩 あすか製薬 10.10 局  後発品

内用薬 622516001 グラジナ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 グラゾプレビル水和物 ＭＳＤ 8,715.30  
内用薬 622401801 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＡＡ」 ２５ｍｇ１錠 クロピドグレル硫酸塩 あすか製薬 22.10 局  後発品

内用薬 622407701 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＺＥ」 ２５ｍｇ１錠 クロピドグレル硫酸塩 全星薬品工業 22.10 局  後発品

内用薬 622428401 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ニットー」 ２５ｍｇ１錠 クロピドグレル硫酸塩 日東メディック 22.10 局  後発品
内用薬 622401901 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＡＡ」 ７５ｍｇ１錠 クロピドグレル硫酸塩 あすか製薬 52.30 局  後発品
内用薬 622407801 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＺＥ」 ７５ｍｇ１錠 クロピドグレル硫酸塩 全星薬品工業 52.30 局  後発品

内用薬 620536801 クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ
「ＮＳＫＫ」

２５ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル 日本新薬 54.20  後発品

内用薬 620471902 ケイラーゼＡＴ配合カプセル １カプセル ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

三恵薬品 5.70  後発品

内用薬 610407143 コナン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 キナプリル塩酸塩 田辺三菱製薬 45.30 局  
内用薬 610407144 コナン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 キナプリル塩酸塩 田辺三菱製薬 90.70 局  
内用薬 610407142 コナン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 キナプリル塩酸塩 田辺三菱製薬 29.60 局  
内用薬 622705401 ザイザルＯＤ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 グラクソ・スミ

スクライン
58.20  

内用薬 622705501 ザイザルＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 グラクソ・スミ
スクライン

75.30  

内用薬 620000042 ザンタック錠１５０ １５０ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩 グラクソ・スミ
スクライン

12.70  

内用薬 612320531 ザンタック錠７５ ７５ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩 グラクソ・スミ
スクライン

12.20  

内用薬 610431040 ジアスターゼ〈ハチ〉 １０ｇ ジアスターゼ 東洋製薬化成 32.00 局  
内用薬 620461837 ジアスターゼ「日医工」 １０ｇ ジアスターゼ 日医工 25.90 局  
内用薬 621418802 シロスタゾール錠１００ｍｇ「タカタ」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール 高田製薬 42.60 局  後発品

内用薬 621312902 シロスタゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール 高田製薬 25.70 局  後発品

内用薬 620003153 スルガム錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 チアプロフェン酸 サノフィ 8.40  
内用薬 620003154 スルガム錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 チアプロフェン酸 サノフィ 13.70  
内用薬 621931001 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１

００ｍｇ「ＴＣＫ」
１００ｍｇ１ｇ セフカペン　ピボキシル塩酸

塩水和物
辰巳化学 90.00 局  後発品

内用薬 621930901 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＴＣＫ」

１００ｍｇ１錠 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

辰巳化学 26.20 局  後発品

内用薬 621940401 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＹＤ」

１００ｍｇ１錠 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

陽進堂 25.30 局  後発品

内用薬 621930801 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ
「ＴＣＫ」

７５ｍｇ１錠 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

辰巳化学 26.70 局  後発品

内用薬 621940301 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ
「ＹＤ」

７５ｍｇ１錠 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

陽進堂 26.70 局  後発品

内用薬 622159901 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＡ」 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩 あすか製薬 16.00 局  向 後発品

内用薬 622159801 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩 あすか製薬 10.10 局  向 後発品
内用薬 620003159 ダオニール錠１．２５ｍｇ １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド サノフィ 6.10  
内用薬 620003160 ダオニール錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド サノフィ 10.40  
内用薬 620006022 ダクチラン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ピペリドレート塩酸塩 杏林製薬 6.00  後発品
内用薬 621679801 タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ

「オーハラ」
０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 大原薬品工業 16.80  後発品

内用薬 621680001 タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ
「オーハラ」

０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 大原薬品工業 29.80  後発品

内用薬 621940101 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ
「ＹＤ」

１５０ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

陽進堂 32.60 局  後発品

内用薬 621940001 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ
「ＹＤ」

７５ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

陽進堂 30.70 局  後発品

内用薬 622288701 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日本ジェネリッ
ク

124.70  後発品

内用薬 622113801 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＪＧ」 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日本ジェネリッ
ク

48.30  後発品

内用薬 622113901 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日本ジェネリッ
ク

71.80  後発品

内用薬 610409337 ドミン錠０．４ ０．４ｍｇ１錠 タリペキソール塩酸塩 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

110.80  

内用薬 620005049 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＹＤ」 ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド 陽進堂 6.20 局  後発品

内用薬 612390046 ナウゼリン細粒１％ １％１ｇ ドンペリドン 協和キリン 14.00  
内用薬 621476202 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オーハ

ラ」
１５０ｍｇ１カプセル ニザチジン 大原薬品工業 19.40 局  後発品

内用薬 621476901 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「トーワ」 １５０ｍｇ１カプセル ニザチジン 東和薬品 18.00 局  後発品

内用薬 620379101 ニチコデ配合散 １ｇ 鎮咳配合剤 日医工 6.50  後発品
内用薬 622304501 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＫ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩水和物 大興製薬 112.40  後発品

内用薬 622469701 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「科研」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン ダイト 46.70  後発品

内用薬 622469401 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「科研」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン ダイト 10.10  後発品



内用薬 622469501 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「科研」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン ダイト 12.50  後発品

内用薬 622469601 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「科研」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン ダイト 23.50  後発品

内用薬 622351502 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本薬品工業 10.10 局  後発品
内用薬 620008695 ビソルボン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩 サノフィ 5.80  
内用薬 620004356 フィズリン錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 モザバプタン塩酸塩 大塚製薬 9,139.10  
内用薬 614210128 フルツロンカプセル１００ １００ｍｇ１カプセル ドキシフルリジン 太陽ファルマ 142.10 局  

内用薬 622022701 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ
「ＪＧ」

２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩 大興製薬 15.50 局  後発品

内用薬 622000101 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ
「ＹＤ」

２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩 陽進堂 10.10 局  後発品

内用薬 622022801 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ
「ＪＧ」

５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩 大興製薬 20.30 局  後発品

内用薬 622000201 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ
「ＹＤ」

５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩 陽進堂 20.30 局  後発品

内用薬 622022902 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ
「ＪＧ」

７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩 大興製薬 37.60 局  後発品

内用薬 622000301 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ
「ＹＤ」

７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩 陽進堂 27.40 局  後発品

内用薬 612140451 ブロクリン－Ｌカプセル１５ｍｇ １５ｍｇ１カプセル ピンドロール 高田製薬 56.50  後発品
内用薬 612140450 ブロクリン－Ｌカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル ピンドロール 高田製薬 24.10  後発品
内用薬 620120902 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「タカタ」 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチンメシル酸塩 高田製薬 43.70  後発品
内用薬 620708407 メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン 陽進堂 5.70 局  後発品

内用薬 620005578 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日本臓
器」

１５ｍｇ１カプセル メナテトレノン 東海カプセル 13.50  後発品

内用薬 620008151 メロキシカム速崩錠１０ｍｇ「日本臓器」 １０ｍｇ１錠 メロキシカム 日本臓器製薬 22.30  後発品

内用薬 620008150 メロキシカム速崩錠５ｍｇ「日本臓器」 ５ｍｇ１錠 メロキシカム 日本臓器製薬 11.90  後発品

内用薬 620472601 ヨウラーゼＥ配合顆粒 １ｇ ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

陽進堂 8.10  後発品

内用薬 622233301 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＹＤ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和
物

陽進堂 153.20 局  後発品

内用薬 622188801 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和
物

陽進堂 32.00 局  後発品

内用薬 610422322 ロキフェン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

龍角散 9.80 局  後発品

内用薬 621940901 ワルファリンＫ細粒０．２％「ＹＤ」 ０．２％１ｇ ワルファリンカリウム 陽進堂 7.30  後発品

内用薬 620000658 酸化マグネシウム（山善） １０ｇ 酸化マグネシウム 山善製薬 10.30 局 ※  
内用薬 612350065 人工カルルス塩「ヤマゼン」 １０ｇ 人工カルルス塩 山善製薬 6.50  後発品
内用薬 620001184 精製水（中北） １０ｍＬ 精製水 中北薬品 1.90 局 ※  
内用薬 620418104 耐性乳酸菌散１０％「ＪＧ」 １ｇ 耐性乳酸菌 長生堂製薬 6.30  後発品
内用薬 620001192 単シロップ（東洋製化） １０ｍＬ 単シロップ 東洋製薬化成 9.40 局 ※  
内用薬 620000671 炭酸マグネシウム（山善） １０ｇ 炭酸マグネシウム 山善製薬 11.50 局 ※  
内用薬 620000716 乳酸カルシウム（山善） １０ｇ 乳酸カルシウム水和物 山善製薬 33.60 局 ※  
内用薬 620726631 乳酸カルシウム「ＮｉｋＰ」 １０ｇ 乳酸カルシウム水和物 日医工 27.80 局  
注射薬 622244401 アーゼラ点滴静注液１０００ｍｇ １，０００ｍｇ５０ｍＬ

１瓶
オファツムマブ（遺伝子組換
え）

ノバルティス
ファーマ

280,240  

注射薬 622244301 アーゼラ点滴静注液１００ｍｇ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 オファツムマブ（遺伝子組換
え）

ノバルティス
ファーマ

28,904  

注射薬 620432602 アルタット静注用７５ｍｇ ７５ｍｇ１管 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

あすか製薬 184 局  

注射薬 620004424 イトリゾール注１％ １％２０ｍＬ１管（溶解
液付）

イトラコナゾール ヤンセンファー
マ

13,864  

注射薬 622075301 エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ケ
ミファ」

３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン 日本ケミファ 1,297 局  後発品

注射薬 620007279 グルカゴン注射用１単位「Ｆ」 １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１瓶
（溶解液付）

グルカゴン 富士製薬工業 1,671  後発品

注射薬 621283401 グロウジェクトＢＣ注射用８ｍｇ ８ｍｇ１筒（溶解液付） ソマトロピン（遺伝子組換
え）

ＪＣＲファーマ 53,614  

注射薬 622099001 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「サワイ」 １ｇ１瓶 ゲムシタビン塩酸塩 沢井製薬 6,190  後発品
注射薬 622098901 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「サワ

イ」
２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン塩酸塩 沢井製薬 1,286  後発品

 注射薬 622403701 コセンティクス皮下注１５０ｍｇシリンジ １５０ｍｇ１ｍＬ１筒 セクキヌマブ（遺伝子組換
え）

ノバルティス
ファーマ

72,849  

注射薬 620002579 ザンタック注射液１００ｍｇ ２．５％４ｍＬ１管 ラニチジン塩酸塩 グラクソ・スミ
スクライン

150  

注射薬 620002578 ザンタック注射液５０ｍｇ ２．５％２ｍＬ１管 ラニチジン塩酸塩 グラクソ・スミ
スクライン

89  

注射薬 620004684 スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ １．８ｍｇ１筒 ブセレリン酢酸塩 サノフィ 25,117  
注射薬 622217001 ゾレア皮下注用７５ｍｇ ７５ｍｇ１瓶 オマリズマブ（遺伝子組換

え）
ノバルティス
ファーマ

14,768  

注射薬 622464701 タゾピペ配合静注用２．２５「ＤＫ」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

大興製薬 374 局  後発品

注射薬 622461801 タゾピペ配合静注用２．２５「サンド」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

サンド 374 局  後発品

注射薬 622464801 タゾピペ配合静注用４．５「ＤＫ」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

大興製薬 596 局  後発品

注射薬 622461901 タゾピペ配合静注用４．５「サンド」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

サンド 596 局  後発品

注射薬 622462001 タゾピペ配合点滴静注用２．２５バッグ
「サンド」

（２．２５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍＬ
付）

タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

サンド 790  後発品

注射薬 622462101 タゾピペ配合点滴静注用４．５バッグ「サ
ンド」

（４．５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍＬ
付）

タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

サンド 886  後発品

注射薬 620114004 ナブトピン注３．６単位 ３ｍＬ１管 ワクシニアウイルス接種家兎
炎症皮膚抽出液

東菱薬品工業 73  後発品

注射薬 622830001 ハルトマンＤ液「小林」 ５００ｍＬ１瓶 ブドウ糖加乳酸リンゲル 扶桑薬品工業 160  

注射薬 622830001 ハルトマンＤ液「小林」 ５００ｍＬ１袋 ブドウ糖加乳酸リンゲル 扶桑薬品工業 160  

注射薬 620007443 ビーカップ注１０ｍｇ １０ｍｇ１管 チアミンジスルフィド コーアイセイ 51  後発品
注射薬 620003782 ビタミンＫ１注１０ｍｇ １０ｍｇ１管 フィトナジオン コーアイセイ 55  後発品
注射薬 620003790 ファルモルビシンＲＴＵ注射液１０ｍｇ １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩 ファイザー 3,472  

注射薬 620003791 ファルモルビシンＲＴＵ注射液５０ｍｇ ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩 ファイザー 14,549  

注射薬 620003792 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩 ファイザー 3,472  
注射薬 620003793 ファルモルビシン注射用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩 ファイザー 14,549  
注射薬 622508501 プラルエント皮下注１５０ｍｇペン １５０ｍｇ１ｍＬ１キッ

ト
アリロクマブ（遺伝子組換
え）

サノフィ 46,389  

注射薬 622508401 プラルエント皮下注７５ｍｇペン ７５ｍｇ１ｍＬ１キット アリロクマブ（遺伝子組換
え）

サノフィ 23,738  

注射薬 622473201 リクスビス静注用２０００ ２，０００国際単位１瓶
（溶解液付）

ノナコグ　ガンマ（遺伝子組
換え）

武田薬品工業 225,935  

注射薬 620819001 ロイコプロール点滴静注用８００万単位 ８００万単位１瓶 ミリモスチム ＪＣＲファーマ 13,916  

注射薬 621152103 献血グロブリン注射用２５００ｍｇ「ＫＭ
Ｂ」

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

乾燥ペプシン処理人免疫グロ
ブリン

ＫＭバイオロジ
クス

14,250  

外用薬 620005248 アゾテシン点眼液０．０２％ ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズレン 参天製薬 88.80  後発品

外用薬 620001567 アンモニア水（山善） １０ｍＬ アンモニア水 山善製薬 7.60 局 ※  
外用薬 660408014 アンモニア水「コザカイ・Ｍ」 １０ｍＬ アンモニア水 小堺製薬 4.10 局  
外用薬 620625902 ジフルプレドナート軟膏０．０５％「Ｋ ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート 小林化工 11.10  後発品

外用薬 660462003 セレベント２５ロタディスク ２５μｇ１ブリスター サルメテロールキシナホ酸塩 グラクソ・スミ
スクライン

32.10  



外用薬 660462004 セレベント５０ロタディスク ５０μｇ１ブリスター サルメテロールキシナホ酸塩 グラクソ・スミ
スクライン

44.80  

外用薬 660421113 フルタイド１００ロタディスク １００μｇ１ブリスター フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

グラクソ・スミ
スクライン

28.10  

外用薬 660421114 フルタイド２００ロタディスク ２００μｇ１ブリスター フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

グラクソ・スミ
スクライン

36.00  

外用薬 660421112 フルタイド５０ロタディスク ５０μｇ１ブリスター フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

グラクソ・スミ
スクライン

20.70  

外用薬 620200914 ホウ酸（山善） １０ｇ ホウ酸 山善製薬 22.00 局 ※  
外用薬 620003257 ポピヨード液１０％ １０％１０ｍＬ ポビドンヨード ヤクハン製薬 10.90  後発品
外用薬 621564701 リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ １．５０ｍｇ０．９０８

７ｇ１瓶
ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

帝人ファーマ 843.30  

外用薬 621958401 レボカバスチン点眼液０．０２５％「イセ
イ」

０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩 コーアイセイ 72.00  後発品

外用薬 622261901 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ
「日本臓器」

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

日本臓器製薬 17.10  後発品

外用薬 622261801 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「日
本臓器」

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

日本臓器製薬 12.30  後発品

外用薬 662640569 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヤマゼン」 １０ｇ 亜鉛華 山善製薬 20.30  後発品

外用薬 667140005 塩化ナトリウム「イヌイ」 １０ｇ 塩化ナトリウム 日本家庭用塩 6.40 局  
外用薬 620001868 塩酸（山善） １０ｍＬ 塩酸 山善製薬 12.30 局 ※  
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内用薬 622876501 アジルバ顆粒１％ １％１ｇ アジルサルタン 武田薬品工業 73.60  

内用薬 622877501 エフメノカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセ
ル

プロゲステロン 富士製薬工業 229.70  

内用薬 622877701 サイバインコ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アブロシチニブ ファイザー 5,221.40  
内用薬 622877801 サイバインコ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 アブロシチニブ ファイザー 7,832.30  
内用薬 622877601 サイバインコ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アブロシチニブ ファイザー 2,678.40  
内用薬 622829401 ビラノアＯＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ビラスチン 大鵬薬品工業 66.80  
内用薬 622876401 ビンマックカプセル６１ｍｇ ６１ｍｇ１カプセル タファミジス ファイザー 155,464.00  

内用薬 622881501 モビコール配合内用剤ＨＤ １３．７０４６ｇ１
包

マクロゴール４０００・
塩化ナトリウム・炭酸水
素ナトリウム・塩化カリ
ウム

ＥＡファーマ 139.80  

内用薬 622875101 リンヴォック錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 ウパダシチニブ水和物 アッヴィ 7,459.40  
内用薬 622833201 レキサルティＯＤ錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ブレクスピプラゾール 大塚製薬 136.80  
内用薬 622833301 レキサルティＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ブレクスピプラゾール 大塚製薬 260.60  
内用薬 622833401 レキサルティＯＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ブレクスピプラゾール 大塚製薬 496.50  
内用薬 622875401 レットヴィモカプセル４０ｍｇ ４０ｍｇ１カプセル セルペルカチニブ 日本イーライリ

リー
3,680.00  

内用薬 622875501 レットヴィモカプセル８０ｍｇ ８０ｍｇ１カプセル セルペルカチニブ 日本イーライリ
リー

6,984.50  

注射薬 629917401 アダリムマブＢＳ皮下注２０ｍｇシリ
ンジ０．２ｍＬ「ＭＡ」

２０ｍｇ０．２ｍＬ
１筒

アダリムマブ（遺伝子組
換え）［アダリムマブ後
続３］

持田製薬 20,604  後発品

注射薬 629917501 アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇシリ
ンジ０．４ｍＬ「ＭＡ」

４０ｍｇ０．４ｍＬ
１筒

アダリムマブ（遺伝子組
換え）［アダリムマブ後
続３］

持田製薬 39,913  後発品

注射薬 629917701 アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン
０．４ｍＬ「ＭＡ」

４０ｍｇ０．４ｍＬ
１キット

アダリムマブ（遺伝子組
換え）［アダリムマブ後
続３］

持田製薬 40,056  後発品

注射薬 629917601 アダリムマブＢＳ皮下注８０ｍｇシリ
ンジ０．８ｍＬ「ＭＡ」

８０ｍｇ０．８ｍＬ
１筒

アダリムマブ（遺伝子組
換え）［アダリムマブ後
続３］

持田製薬 77,392  後発品

注射薬 629700901 アロフィセル注 ４瓶１組 ダルバドストロセル 武田薬品工業 5,620,004  
注射薬 629918001 コセンティクス皮下注７５ｍｇシリン

ジ
７５ｍｇ０．５ｍＬ
１筒

セクキヌマブ（遺伝子組
換え）

ノバルティス
ファーマ

40,144  

注射薬 629916101 サフネロー点滴静注３００ｍｇ ３００ｍｇ２ｍＬ１
瓶

アニフロルマブ（遺伝子
組換え）

アストラゼネカ 96,068  

注射薬 629916401 スキリージ皮下注１５０ｍｇシリンジ
１ｍＬ

１５０ｍｇ１ｍＬ１
筒

リサンキズマブ（遺伝子
組換え）

アッヴィ 474,616  

注射薬 629916501 スキリージ皮下注１５０ｍｇペン１ｍ
Ｌ

１５０ｍｇ１ｍＬ１
キット

リサンキズマブ（遺伝子
組換え）

アッヴィ 474,761  

注射薬 622876301 ステルイズ水性懸濁筋注２４０万単位
シリンジ

２４０万単位１筒 ベンジルペニシリンベン
ザチン水和物

ファイザー 9,273  

注射薬 622876201 ステルイズ水性懸濁筋注６０万単位シ
リンジ

６０万単位１筒 ベンジルペニシリンベン
ザチン水和物

ファイザー 3,207  

注射薬 629917901 ソグルーヤ皮下注１０ｍｇ １０ｍｇ１．５ｍＬ
１キット

ソマプシタン（遺伝子組
換え）

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

52,214  

注射薬 629917801 ソグルーヤ皮下注５ｍｇ ５ｍｇ１．５ｍＬ１
キット

ソマプシタン（遺伝子組
換え）

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

26,107  

注射薬 629916601 ネクスビアザイム点滴静注用１００ｍ
ｇ

１００ｍｇ１瓶 アバルグルコシダーゼ
アルファ（遺伝子組換
え）

サノフィ 196,940  

注射薬 629917001 パドセブ点滴静注用３０ｍｇ ３０ｍｇ１瓶 エンホルツマブ　ベドチ
ン（遺伝子組換え）

アステラス製薬 99,609  

注射薬 621606302 ハルトマンＤ液「フソー」 ５００ｍＬ１瓶 ブドウ糖加乳酸リンゲル 扶桑薬品工業 160  

注射薬 621606302 ハルトマンＤ液「フソー」 ５００ｍＬ１袋 ブドウ糖加乳酸リンゲル 扶桑薬品工業 160  

注射薬 629917301 ヤーボイ点滴静注液２０ｍｇ ２０ｍｇ４ｍＬ１瓶 イピリムマブ（遺伝子組
換え）

ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

200,703  

注射薬 629912001 ユルトミリスＨＩ点滴静注１１００ｍ
ｇ／１１ｍＬ

１，１００ｍｇ１１
ｍＬ１瓶

ラブリズマブ（遺伝子組
換え）

アレクシオン
ファーマ

2,565,090  

注射薬 629911901 ユルトミリスＨＩ点滴静注３００ｍｇ
／３ｍＬ

３００ｍｇ３ｍＬ１
瓶

ラブリズマブ（遺伝子組
換え）

アレクシオン
ファーマ

699,570  

注射薬 622875201 ライアットＭＩＢＧ－Ｉ１３１静注 １．８５ＧＢｑ５ｍ
Ｌ１瓶

３－ヨードベンジルグア
ニジン（１３１Ｉ）

富士フイルム富
山化学

1,072,505  

注射薬 629916701 ラニビズマブＢＳ硝子体内注射用キッ
ト１０ｍｇ／ｍＬ「センジュ」

０．５ｍｇ０．０５
ｍＬ１筒

ラニビズマブ（遺伝子組
換え）［ラニビズマブ後
続１］

千寿製薬 85,535  後発品
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