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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 後発品

内用薬 622648403 アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 １０ｍｇ１カプセル アトモキセチン塩酸塩 マイランＥＰＤ 76.80  後発品

内用薬 622648502 アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ２５ｍｇ１カプセル アトモキセチン塩酸塩 マイランＥＰＤ 96.50  後発品

内用薬 622648603 アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ４０ｍｇ１カプセル アトモキセチン塩酸塩 マイランＥＰＤ 104.00  後発品

内用薬 622648303 アトモキセチンカプセル５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ５ｍｇ１カプセル アトモキセチン塩酸塩 マイランＥＰＤ 66.50  後発品

内用薬 622113505 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

マイランＥＰＤ 124.00 局  後発品

内用薬 622632903 イトラコナゾール内用液１％「ＶＴＲＳ」 １％１ｍＬ イトラコナゾール マイランＥＰＤ 29.50  後発品

内用薬 622632603 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＶＴＲＳ」 １錠 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

マイランＥＰＤ 31.20 局  後発品

内用薬 622118803 エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン マイランＥＰＤ 158.70  後発品

内用薬 621977604 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

１０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸
塩

マイランＥＰＤ 13.40 局  後発品

内用薬 620949604 オキサトミドシロップ小児用０．２％「ＶＴＲ
Ｓ」

０．２％１ｍＬ オキサトミド マイランＥＰＤ 7.00  後発品

内用薬 620237915 カフェイン水和物「ＶＴＲＳ」原末 １ｇ カフェイン水和物 マイランＥＰＤ 9.70 局  

内用薬 620259505 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 １５０ｍｇ１錠 リン酸ジソピラミド マイランＥＰＤ 29.70  後発品

内用薬 622344103 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール マイランＥＰＤ 36.60  後発品

内用薬 621314704 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール マイランＥＰＤ 36.60 局  後発品

内用薬 621635504 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン マイランＥＰＤ 96.80 局  後発品

内用薬 621524504 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ５ｍｇ１錠 シンバスタチン マイランＥＰＤ 22.60 局  後発品

内用薬 622232202 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ０．５ｍｇ１カプセル タクロリムス水和物 マイランＥＰＤ 114.40 局  後発品

内用薬 622232303 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ＶＴＲＳ」 １ｍｇ１カプセル タクロリムス水和物 マイランＥＰＤ 199.80 局  後発品

内用薬 622232403 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ５ｍｇ１カプセル タクロリムス水和物 マイランＥＰＤ 724.10 局  後発品

内用薬 622416703 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ７５ｍｇ１錠 ナフトピジル マイランＥＰＤ 27.00 局  後発品

内用薬 622343902 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン マイランＥＰＤ 26.30 局  後発品

内用薬 622343802 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン マイランＥＰＤ 18.20 局  後発品

内用薬 622512203 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウ
ム

マイランＥＰＤ 41.60  後発品

内用薬 622584902 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル マイランＥＰＤ 102.40  後発品

内用薬 622633102 フレカイニド酢酸塩錠１００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 １００ｍｇ１錠 フレカイニド酢酸塩 マイランＥＰＤ 36.30 局  後発品

内用薬 622633003 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ５０ｍｇ１錠 フレカイニド酢酸塩 マイランＥＰＤ 21.10 局  後発品

内用薬 622272503 ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍ
ｇ「ＶＴＲＳ」

２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸　モ
フェチル

マイランＥＰＤ 65.20  後発品

内用薬 622416402 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ４００ｍｇ１錠 メサラジン マイランＥＰＤ 23.80  後発品

内用薬 622885501 リフヌア錠４５ｍｇ ４５ｍｇ１錠 ゲーファピキサントクエ
ン酸塩

ＭＳＤ 203.20  

内用薬 622885601 ルマケラス錠１２０ｍｇ １２０ｍｇ１錠 ソトラシブ アムジェン 4,204.30  
内用薬 622885101 レイボー錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ラスミジタンコハク酸塩 日本イーライリ

リー
570.90  

内用薬 622885001 レイボー錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ラスミジタンコハク酸塩 日本イーライリ
リー

324.70  

内用薬 620462110 乾燥酵母「ＶＴＲＳ」原末 １０ｇ 乾燥酵母 マイランＥＰＤ 32.30 局  

内用薬 620476469 炭酸水素ナトリウム「ＶＴＲＳ」原末 １０ｇ 炭酸水素ナトリウム マイランＥＰＤ 7.50 局  

内用薬 621634904 炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ５００ｍｇ１錠 炭酸水素ナトリウム マイランＥＰＤ 5.70  後発品

内用薬 620726638 乳酸カルシウム「ＶＴＲＳ」原末 １０ｇ 乳酸カルシウム水和物 マイランＥＰＤ 38.40 局  

注射薬 629701001 アベクマ点滴静注 １患者当たり イデカブタゲン　ビクル
ユーセル

ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

32,647,761  

注射薬 629919601 ウィフガート点滴静注４００ｍｇ ４００ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

エフガルチギモド　アル
ファ（遺伝子組換え）

アルジェニクス
ジャパン

421,455  

注射薬 629918701 エヌジェンラ皮下注２４ｍｇペン ２４ｍｇ１．２ｍＬ１
キット

ソムアトロゴン（遺伝子
組換え）

ファイザー 43,032  

注射薬 629918801 エヌジェンラ皮下注６０ｍｇペン ６０ｍｇ１．２ｍＬ１
キット

ソムアトロゴン（遺伝子
組換え）

ファイザー 107,580  

注射薬 622381903 シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「Ｖ
ＴＲＳ」

１００ｍｇ１瓶 シベレスタットナトリウ
ム水和物

マイランＥＰＤ 1,311 局  後発品

注射薬 622077303 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

マイランＥＰＤ 239  後発品

注射薬 620244736 ドパミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

１００ｍｇ５ｍＬ１管 ドパミン塩酸塩 マイランＥＰＤ 97 局  後発品

注射薬 620246106 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット
「ＶＴＲＳ」

０．１％２００ｍＬ１
袋

ドパミン塩酸塩 マイランＥＰＤ 818 局  後発品

注射薬 620246405 ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット
「ＶＴＲＳ」

０．３％２００ｍＬ１
袋

ドパミン塩酸塩 マイランＥＰＤ 1,185 局  後発品

注射薬 622909101 ピヴラッツ点滴静注液１５０ｍｇ １５０ｍｇ６ｍＬ１瓶 クラゾセンタンナトリウ
ム

イドルシア
ファーマシュー
ティカルズ
ジャパン

80,596  

注射薬 629915401 ビンゼレックス皮下注１６０ｍｇオートイン
ジェクター

１６０ｍｇ１ｍＬ１
キット

ビメキズマブ（遺伝子組
換え）

ユーシービー
ジャパン

156,820  

注射薬 629915301 ビンゼレックス皮下注１６０ｍｇシリンジ １６０ｍｇ１ｍＬ１筒 ビメキズマブ（遺伝子組
換え）

ユーシービー
ジャパン

156,587  

注射薬 621702404 プロポフォール１％静注２０ｍＬ「ＶＴＲＳ」 ２００ｍｇ２０ｍＬ１
管

プロポフォール マイランＥＰＤ 501  後発品

注射薬 622456003 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「Ｖ
ＴＲＳ」

２．５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール マイランＥＰＤ 234  後発品

注射薬 622456103 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール マイランＥＰＤ 306  後発品

注射薬 621698403 リドカイン塩酸塩注射液０．５％「ＶＴＲＳ」 ０．５％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩 マイランＥＰＤ 59  後発品

注射薬 621698403 リドカイン塩酸塩注射液０．５％「ＶＴＲＳ」 ０．５％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩 マイランＥＰＤ 66  後発品



注射薬 621537104 リドカイン塩酸塩注射液１％「ＶＴＲＳ」 １％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩 マイランＥＰＤ 59  後発品

注射薬 621537104 リドカイン塩酸塩注射液１％「ＶＴＲＳ」 １％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩 マイランＥＰＤ 80  後発品

注射薬 621537304 リドカイン塩酸塩注射液２％「ＶＴＲＳ」 ２％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩 マイランＥＰＤ 59  後発品

注射薬 621537304 リドカイン塩酸塩注射液２％「ＶＴＲＳ」 ２％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩 マイランＥＰＤ 97  後発品

外用薬 621389403 イソフルラン吸入麻酔液「ＶＴＲＳ」 １ｍＬ イソフルラン マイランＥＰＤ 23.80 局  後発品

外用薬 620215904 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ＶＴＲＳ」 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウ
ム

マイランＥＰＤ 230.20  後発品

外用薬 620615004 プレドニゾロン軟膏０．５％「ＶＴＲＳ」 ０．５％１ｇ プレドニゾロン マイランＥＰＤ 5.10  後発品

外用薬 620580172 ベンザルコニウム塩化物消毒用液１０Ｗ／Ｖ％
「ＶＴＲＳ」

１０％１０ｍＬ ベンザルコニウム塩化物 マイランＥＰＤ 6.70 局  

外用薬 621413704 ポビドンヨードゲル１０％「ＶＴＲＳ」 １０％１０ｇ ポビドンヨード マイランＥＰＤ 37.40  後発品

外用薬 620571905 ポビドンヨード外用液１０％「ＶＴＲＳ」 １０％１０ｍＬ ポビドンヨード マイランＥＰＤ 12.70  後発品

外用薬 622912901 ラピフォートワイプ２．５％ ２．５％２．５ｇ１包 グリコピロニウムトシル
酸塩水和物

マルホ 262.00  

外用薬 620633232 酸化亜鉛「ＶＴＲＳ」原末 １０ｇ 酸化亜鉛 マイランＥＰＤ 22.20 局  
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