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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 621730503 エピナスチン塩酸塩内用液０．２％
「ＮＩＧ」

０．２％１ｍＬ エピナスチン塩酸塩 日医工岐阜工場 17.40  後発品

内用薬 622910001 カログラ錠１２０ｍｇ １２０ｍｇ１錠 カロテグラストメチル ＥＡファーマ 200.00  
内用薬 622196003 クエチアピン細粒５０％「ＮＩＧ」 ５０％１ｇ クエチアピンフマル酸塩 日医工岐阜工場 155.00 局  後発品

内用薬 622911101 ケレンディア錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 フィネレノン バイエル薬品 149.10  
内用薬 622911201 ケレンディア錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 フィネレノン バイエル薬品 213.10  
内用薬 622916901 ジスバルカプセル４０ｍｇ ４０ｍｇ１カプセル バルベナジントシル酸塩 田辺三菱製薬 2,331.20  

内用薬 620937605 シプロヘプタジン塩酸塩シロップ０．
０４％「ＮＩＧ」

０．０４％１０ｍＬ シプロヘプタジン塩酸塩
水和物

日医工岐阜工場 8.20  後発品

内用薬 622875301 ゼジューラ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ニラパリブトシル酸塩水
和物

武田薬品工業 10,370.20  

内用薬 622910401 セムブリックス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 アシミニブ塩酸塩 ノバルティス
ファーマ

5,564.50  

内用薬 622910501 セムブリックス錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 アシミニブ塩酸塩 ノバルティス
ファーマ

10,618.30  

内用薬 622875001 タブネオスカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル アバコパン キッセイ薬品工
業

1,403.90  

内用薬 622547302 テラムロ配合錠ＡＰ「ＮＩＧ」 １錠 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

日医工岐阜工場 30.10  後発品

内用薬 622547402 テラムロ配合錠ＢＰ「ＮＩＧ」 １錠 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

日医工岐阜工場 45.10  後発品

内用薬 620808104 トラネキサム酸シロップ５％「ＮＩ
Ｇ」

５％１ｍＬ トラネキサム酸 日医工岐阜工場 3.50  後発品

内用薬 622910101 ミネブロＯＤ錠１．２５ｍｇ １．２５ｍｇ１錠 エサキセレノン 第一三共 47.80  
内用薬 622910201 ミネブロＯＤ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 エサキセレノン 第一三共 91.60  
内用薬 622910301 ミネブロＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 エサキセレノン 第一三共 137.40  
内用薬 622884701 ルセフィＯＤフィルム２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ルセオグリフロジン水和

物
大正製薬 161.20  

注射薬 622885701 アロカリス点滴静注２３５ｍｇ ２３５ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

ホスネツピタント塩化物
塩酸塩

大鵬薬品工業 11,276  

注射薬 629919801 オゼンピック皮下注２ｍｇ ２ｍｇ１．５ｍＬ１
キット

セマグルチド（遺伝子組
換え）

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

11,008  

注射薬 629916201 オンデキサ静注用２００ｍｇ ２００ｍｇ１瓶 アンデキサネット　アル
ファ（遺伝子組換え）

アレクシオン
ファーマ

338,671  

注射薬 621782105 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＮＩ
Ｇ」

１ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン塩酸塩 日医工岐阜工場 689  後発品

注射薬 621782205 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＮＩ
Ｇ」

３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン塩酸塩 日医工岐阜工場 1,374  後発品

注射薬 622874901 サムタス点滴静注用１６ｍｇ １６ｍｇ１瓶 トルバプタンリン酸エス
テルナトリウム

大塚製薬 2,169  

注射薬 622874801 サムタス点滴静注用８ｍｇ ８ｍｇ１瓶 トルバプタンリン酸エス
テルナトリウム

大塚製薬 1,160  

注射薬 622283003 シタラビン点滴静注液１ｇ「ＮＩＧ」 １ｇ１瓶 シタラビン 日医工岐阜工場 3,988  後発品

注射薬 622282903 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「Ｎ
ＩＧ」

４００ｍｇ１瓶 シタラビン 日医工岐阜工場 1,803  後発品

注射薬 629919501 ゼンフォザイム点滴静注用２０ｍｇ ２０ｍｇ１瓶 オリプダーゼ　アルファ
（遺伝子組換え）

サノフィ 570,420  

注射薬 629919701 タクザイロ皮下注３００ｍｇシリンジ ３００ｍｇ２ｍＬ１
筒

ラナデルマブ（遺伝子組
換え）

武田薬品工業 1,288,729  

注射薬 629918901 バビースモ硝子体内注射液１２０ｍｇ
／ｍＬ

６ｍｇ０．０５ｍＬ
１瓶

ファリシマブ（遺伝子組
換え）

中外製薬 163,894  

注射薬 629919301 ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ
「日医工」

１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶

ベバシズマブ（遺伝子組
換え）［ベバシズマブ後
続３］

日医工 14,286  後発品

注射薬 629919401 ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ
「日医工」

４００ｍｇ１６ｍＬ
１瓶

ベバシズマブ（遺伝子組
換え）［ベバシズマブ後
続３］

日医工 54,403  後発品

注射薬 629920001 ミチーガ皮下注用６０ｍｇシリンジ ６０ｍｇ１筒 ネモリズマブ（遺伝子組
換え）

マルホ 117,181  

注射薬 629919901 メプセヴィ点滴静注液１０ｍｇ １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ベストロニダーゼ　アル
ファ（遺伝子組換え）

アミカス・セラ
ピューティクス

259,932  

注射薬 622908601 リンパック透析剤ＴＡ５ ２袋１組 人工透析液 ニプロ 1,597  
外用薬 622884901 エイベリスミニ点眼液０．００２％ ０．００２％０．３

ｍＬ１個
オミデネパグ　イソプロ
ピル

参天製薬 93.90  

外用薬 622686901 ビベスピエアロスフィア１２０吸入 １２０吸入１キット グリコピロニウム臭化
物・ホルモテロールフマ
ル酸塩水和物

アストラゼネカ 6,757.20  

外用薬 622687101 ビレーズトリエアロスフィア１２０吸
入

１２０吸入１キット ブデソニド・グリコピロ
ニウム臭化物・ホルモテ
ロールフマル酸塩水和物

アストラゼネカ 8,771.90  

外用薬 622849901 モイゼルト軟膏０．３％ ０．３％１ｇ ジファミラスト 大塚製薬 142.00  
外用薬 622850001 モイゼルト軟膏１％ １％１ｇ ジファミラスト 大塚製薬 152.10  


	20220525_追補分

