
20130621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 622258001 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１錠 アスピリン 日本ジェネリック 5.60 後発品
内 622247001 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＦＦＰ」 ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン 富士フイルムファーマ 22.10 後発品
内 622257801 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＪＧ」 ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン 日本ジェネリック 22.10 後発品
内 622240001 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＫＯＧ」 ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン 興和 22.10 後発品
内 622258201 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＮＰ」 ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン ニプロファーマ 22.10 後発品
内 622253701 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＴＣＫ」 ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン 辰巳化学 22.10 後発品
内 622233401 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＹＤ」 ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン 陽進堂 22.10 後発品
内 622251401 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ケミファ」 ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン 日本ケミファ 22.10 後発品
内 622243401 アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン 田辺三菱製薬 22.10 後発品
内 622241101 アゼルニジピン錠８ｍｇ「テバ」 ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン 大正薬品工業 22.10 後発品
内 622236201 アゼルニジピン錠８ｍｇ「トーワ」 ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン 東和薬品 22.10 後発品
内 622230401 アゼルニジピン錠８ｍｇ「日医工」 ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン 日医工 22.10 後発品
内 622247101 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＦＦＰ」 １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン 富士フイルムファーマ 39.30 後発品
内 622257901 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＪＧ」 １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン 日本ジェネリック 39.30 後発品
内 622240101 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＫＯＧ」 １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン 興和 39.30 後発品
内 622258301 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＮＰ」 １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン ニプロファーマ 39.30 後発品
内 622253801 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＴＣＫ」 １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン 辰巳化学 39.30 後発品
内 622233501 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン 陽進堂 39.30 後発品
内 622251501 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ケミファ」 １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン 日本ケミファ 39.30 後発品
内 622243501 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン 田辺三菱製薬 39.30 後発品
内 622241201 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「テバ」 １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン 大正薬品工業 39.30 後発品
内 622236301 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン 東和薬品 39.30 後発品
内 622230501 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」 １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン 日医工 39.30 後発品
内 622244801 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 ５ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 日新製薬（山形） 36.10 局 後発品
内 622241301 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 ５ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 大正薬品工業 36.10 局 後発品
内 622252001 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」 ５ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 日本ケミファ 36.10 局 後発品
内 622244901 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 １０ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 日新製薬（山形） 68.90 局 後発品
内 622241401 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 １０ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 大正薬品工業 68.90 局 後発品
内 622252101 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 日本ケミファ 68.90 局 後発品
内 622238501 アナストロゾール錠１ｍｇ「アメル」 １ｍｇ１錠 アナストロゾール 共和薬品工業 309.80 劇 後発品
内 621727202 アプネカット経口液１０ｍｇ １０ｍｇ２．５ｍＬ１筒 テオフィリン 興和 1,115.00
内 621936803 アムロジピンＯＤフィルム２．５ｍｇ「ＱＱ」 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 救急薬品工業 20.00 劇 後発品
内 621936903 アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ「ＱＱ」 ５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 救急薬品工業 37.60 劇 後発品
内 622243801 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 ビオメディクス 34.70 局 劇 後発品
内 622257701 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 長生堂製薬 34.70 局 劇 後発品
内 622239501 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 第一三共エスファ 63.00 局 劇 後発品
内 622248901 アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｆ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 富士製薬工業 56.40 局 劇 後発品
内 622260701 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 日本ジェネリック 56.40 局 劇 後発品
内 622249601 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＱＱ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 救急薬品工業 56.40 局 劇 後発品
内 622253901 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 辰巳化学 34.70 局 劇 後発品
内 622249701 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 バイオテックベイ 46.40 局 劇 後発品
内 622233601 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 陽進堂 42.00 局 劇 後発品
内 622260901 アムロジピン錠１０ｍｇ「イセイ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 イセイ 63.00 局 劇 後発品
内 622234501 アムロジピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 大原薬品工業 52.20 局 劇 後発品
内 622249801 アムロジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 大興製薬 52.20 局 劇 後発品
内 622261701 アムロジピン錠１０ｍｇ「フソー」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 シオノケミカル 46.40 局 劇 後発品
内 620360301 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩 大原薬品工業 11.40 後発品
内 620360001 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「フソー」 １０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩 扶桑薬品工業 17.80 後発品
内 622165902 アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「ＮＰ」 １２５ｍｇ１カプセル アモキシシリン水和物 ニプロファーマ 8.60 局 後発品
内 621073901 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＮＰ」 ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリン水和物 ニプロファーマ 8.60 局 後発品
内 622256701 アリセプトドライシロップ１％ １％１ｇ ドネペジル塩酸塩 エーザイ 636.00 劇
内 620433501 アルジオキサ顆粒２０％「日医工」 ２０％１ｇ アルジオキサ 日医工 5.90 後発品
内 620433701 アルジオキサ顆粒２５％「ツルハラ」 ２５％１ｇ アルジオキサ 鶴原製薬 6.20 局 後発品
内 620433913 アルジオキサ顆粒５０％「ツルハラ」 ５０％１ｇ アルジオキサ 鶴原製薬 6.20 局 後発品
内 621272501 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ツルハラ」 １００ｍｇ１錠 アルジオキサ 鶴原製薬 5.00 局 後発品
内 620675931 アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「テバ」 ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドール 大正薬品工業 5.60 劇 後発品
内 620675913 アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「フソー」 ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドール 扶桑薬品工業 6.50 劇 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 620676317 アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「フソー」 ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドール 扶桑薬品工業 9.90 劇 後発品
内 620676819 アルファカルシドールカプセル１．０μｇ「フソー」 １μｇ１カプセル アルファカルシドール 扶桑薬品工業 19.30 劇 後発品
内 621990302 アルファカルシドールカプセル３．０μｇ「フソー」 ３μｇ１カプセル アルファカルシドール 扶桑薬品工業 63.70 劇 後発品
内 622255801 アレンドロン酸錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水和物 沢井製薬 48.00 局 劇 後発品
内 622255901 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」 ３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水和物 沢井製薬 380.40 局 劇 後発品
内 622052102 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩 沢井製薬 7.80 後発品
内 622062802 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩 大正薬品工業 7.80 後発品
内 622055502 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩 東和薬品 7.80 後発品
内 620255403 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩 沢井製薬 13.10 後発品
内 620255420 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩 大正薬品工業 11.10 後発品
内 620255408 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩 東和薬品 11.10 後発品
内 620856208 アロプリノール錠１００ｍｇ「ＺＥ」 １００ｍｇ１錠 アロプリノール 全星薬品工業 5.60 局 後発品
内 620856206 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠 アロプリノール 沢井製薬 6.00 局 後発品
内 620856213 アロプリノール錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 アロプリノール 東和薬品 6.00 局 後発品
内 620856230 アロプリノール錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 アロプリノール 日医工 6.20 局 後発品
内 622026902 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＺＥ」 ５０ｍｇ１錠 アロプリノール 全星薬品工業 3.10 局 後発品
内 622009502 アロプリノール錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 アロプリノール 沢井製薬 6.00 局 後発品
内 622013302 アロプリノール錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 アロプリノール 東和薬品 6.00 局 後発品
内 622036102 アロプリノール錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 アロプリノール 日医工 3.50 局 後発品
内 620389438 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＹＤ」 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 陽進堂 5.60 後発品
内 620389432 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 日医工 5.60 後発品
内 620389404 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日新」 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 日新製薬（山形） 5.60 後発品
内 620391703 アンブロキソール塩酸塩内用液０．３％「日医工」 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩 日医工 10.30 後発品
内 621575901 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」 ２ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩 日医工 7.70 局 後発品
内 621579503 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 東和薬品 5.60 局 後発品
内 621278801 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 辰巳化学 5.70 局 後発品
内 620495201 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 沢井製薬 6.50 局 後発品
内 620494902 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 東和薬品 6.30 局 後発品
内 622256001 エスエーワン配合カプセルＴ２０ ２０ｍｇ１カプセル（テガフール相

当量）
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

沢井製薬 430.00 劇 後発品

内 622256101 エスエーワン配合カプセルＴ２５ ２５ｍｇ１カプセル（テガフール相
当量）

テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

沢井製薬 517.30 劇 後発品

内 620149701 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム 小林化工 6.00 局 後発品
内 620149801 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム 辰巳化学 6.00 局 後発品
内 620149301 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ツルハラ」 ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム 鶴原製薬 6.00 局 後発品
内 620148601 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム 東和薬品 5.80 局 後発品
内 622051402 エチゾラム錠１ｍｇ「ＫＮ」 １ｍｇ１錠 エチゾラム 小林化工 6.30 局 後発品
内 622002504 エチゾラム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 １ｍｇ１錠 エチゾラム 辰巳化学 6.30 局 後発品
内 622078102 エチゾラム錠１ｍｇ「ツルハラ」 １ｍｇ１錠 エチゾラム 鶴原製薬 6.30 局 後発品
内 620150306 エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 エチゾラム 東和薬品 6.00 局 後発品
内 622258101 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ０．２５ｍｇ１錠 エチゾラム ニプロファーマ 5.80 局 後発品
内 621981502 エトドラク錠１００ｍｇ「オーハラ」 １００ｍｇ１錠 エトドラク 大原薬品工業 10.50 劇 後発品
内 621466002 エトドラク錠２００ｍｇ「オーハラ」 ２００ｍｇ１錠 エトドラク 大原薬品工業 14.40 劇 後発品
内 621632201 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 東和薬品 16.60 局 後発品
内 621401501 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 東和薬品 29.30 局 後発品
内 621632301 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 東和薬品 35.00 局 後発品
内 622254901 エヌケーエスワン配合カプセルＴ２０ ２０ｍｇ１カプセル（テガフール相

当量）
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

日本化薬 430.00 劇 後発品

内 622255001 エヌケーエスワン配合カプセルＴ２５ ２５ｍｇ１カプセル（テガフール相
当量）

テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

日本化薬 517.30 劇 後発品

内 621485502 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 陽進堂 24.00 後発品
内 621629701 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 沢井製薬 41.40 後発品
内 621485301 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 東和薬品 59.00 後発品
内 621487202 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 陽進堂 45.70 後発品
内 621487101 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 沢井製薬 56.20 後発品
内 621486701 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 東和薬品 83.30 後発品
内 621991802 エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワイ」 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩 沢井製薬 41.00 後発品
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20130621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 621979502 エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「トーワ」 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩 東和薬品 66.00 後発品
内 620193025 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＮ」 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩 小林化工 5.60 後発品
内 620193023 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩 日医工 5.60 後発品
内 621738501 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トーワ」 １錠 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和 東和薬品 5.60 後発品
内 621360502 オーペグ配合内用剤 １袋 ナトリウム・カリウム配合剤 日医工 577.70 後発品
内 620040702 オキサゾラム細粒１０％「イセイ」 １０％１ｇ オキサゾラム イセイ 10.70 向 後発品
内 622062902 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「テバ」 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩 大正薬品工業 5.60 後発品
内 621745304 オフロキサシン錠１００ｍｇ「テバ」 １００ｍｇ１錠 オフロキサシン 大正薬品工業 28.30 後発品
内 621681001 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ケミファ」 ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール シオノケミカル 102.10 後発品
内 621680901 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠 オメプラゾール シオノケミカル 54.90 後発品
内 622230801 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 ダイト 28.40 後発品
内 622237401 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 共和薬品工業 28.40 後発品
内 622251601 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 日本ケミファ 28.40 後発品
内 622230601 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 日医工 28.40 後発品
内 622232001 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 ファイザー 28.40 後発品
内 622230901 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＡＡ」 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 ダイト 36.10 後発品
内 622237501 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 共和薬品工業 36.10 後発品
内 622251701 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 日本ケミファ 36.10 後発品
内 622230701 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 日医工 36.10 後発品
内 622232101 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 ファイザー 36.10 後発品
内 620252204 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩 沢井製薬 5.80 後発品
内 620798520 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ＹＤ」 ３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

水和物
陽進堂 5.60 後発品

内 621470201 カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 カルベジロール 東和薬品 32.40 局 後発品
内 621470401 カルベジロール錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 カルベジロール 東和薬品 61.70 局 後発品
内 620383101 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン 沢井製薬 5.60 後発品
内 620383801 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン 東和薬品 5.60 後発品
内 621992102 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン 沢井製薬 7.90 後発品
内 621752101 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン 東和薬品 8.90 後発品
内 620384501 カルボシステインシロップ小児用５％「トーワ」 ５％１ｍＬ カルボシステイン 東和薬品 2.60 後発品
内 621978902 カルボシステインＤＳ３３．３％「トーワ」 ３３．３％１ｇ カルボシステイン 東和薬品 9.50 後発品
内 622261101 カルボシステインＤＳ５０％「ツルハラ」 ５０％１ｇ カルボシステイン 鶴原製薬 13.10 後発品
内 622241901 カルボシステインドライシロップ５０％「テバ」 ５０％１ｇ カルボシステイン テバ製薬 13.10 後発品
内 621633102 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 １ｇ 球形吸着炭 日医工 73.20 後発品
内 621633002 球形吸着炭カプセル２８６ｍｇ「日医工」 ２８６ｍｇ１カプセル 球形吸着炭 日医工 23.30 後発品
内 622237601 クエチアピン錠５０ｍｇ「アメル」 ５０ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩 共和薬品工業 48.00 局 劇 後発品
内 621752801 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 クラリスロマイシン 東和薬品 39.70 局 後発品
内 621752901 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン 東和薬品 62.50 局 後発品
内 621753001 クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トーワ」 １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシン 東和薬品 70.40 後発品
内 620873301 グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」 ４０ｍｇ１錠 グリクラジド メディサ新薬 8.20 劇 後発品
内 620873402 グリクラジド錠４０ｍｇ「トーワ」 ４０ｍｇ１錠 グリクラジド 東和薬品 5.60 劇 後発品
内 622169102 グリクラジド錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 グリクラジド メディサ新薬 8.20 劇 後発品
内 622143402 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 グリクラジド 東和薬品 5.60 劇 後発品
内 622009802 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「サワイ」 １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド 沢井製薬 5.60 劇 後発品
内 620872002 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「サワイ」 ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド 沢井製薬 5.60 劇 後発品
内 622246801 グリメピリド錠０．５ｍｇ「モチダ」 ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド トーアエイヨー 8.70 局 劇 後発品
内 622059002 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テバ」 １ｍｇ１錠 グリメピリド テバ製薬 10.30 劇 後発品
内 622059102 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 ３ｍｇ１錠 グリメピリド テバ製薬 24.40 劇 後発品
内 622254701 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＡＦＰ」 ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド 大興製薬 8.70 劇 後発品
内 622252501 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ケミファ」 ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド シオノケミカル 8.70 劇 後発品
内 622242001 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「テバ」 ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド テバ製薬 8.70 劇 後発品
内 622169202 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム 沢井製薬 5.60 向 後発品
内 620138001 クロチアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム 鶴原製薬 5.60 向 後発品
内 622009602 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム 沢井製薬 9.30 向 後発品
内 622078202 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム 鶴原製薬 9.30 向 後発品
内 620170202 クロルゾキサゾン錠２００ｍｇ「イセイ」 ２００ｍｇ１錠 クロルゾキサゾン イセイ 5.40 後発品
内 622078902 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠１２５ｍｇ「ＮＰ」 １２５ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステ ニプロファーマ 6.20 局 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 620171110 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ２５０ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステ ニプロファーマ 6.20 局 後発品
内 621285201 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル 東和薬品 64.10 後発品
内 621640501 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン 陽進堂 11.50 局 劇 後発品
内 620476105 酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 １０ｇ 酸化マグネシウム ニプロファーマ 14.70 局
内 622261001 酸化マグネシウム細粒８３％〈ハチ〉 ８３％１ｇ 酸化マグネシウム 東洋製薬化成 13.60 後発品
内 620043201 ジアゼパム錠２ｍｇ「ツルハラ」 ２ｍｇ１錠 ジアゼパム 鶴原製薬 5.60 局 向 後発品
内 620045001 ジアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 ５ｍｇ１錠 ジアゼパム 鶴原製薬 5.60 局 向 後発品
内 620045804 ジアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 １０ｍｇ１錠 ジアゼパム 鶴原製薬 5.60 局 向 後発品
内 621732201 シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１カプセル シクロスポリン 日医工 67.90 劇 後発品
内 621674701 シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリン 日医工 151.70 劇 後発品
内 621674801 シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリン 日医工 244.40 劇 後発品
内 620079338 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム 陽進堂 5.60 劇 後発品
内 620079315 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム 東和薬品 5.60 劇 後発品
内 621212601 ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」 ３７．５ｍｇ１カプセル ジクロフェナクナトリウム 東和薬品 7.70 劇 後発品
内 621919202 ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミド 沢井製薬 16.40 劇 後発品
内 621907101 ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミド 東和薬品 7.60 劇 後発品
内 620257301 ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＳＷ」 １００ｍｇ１カプセル ジソピラミド 沢井製薬 23.70 劇 後発品
内 620259401 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＳＷ」 １５０ｍｇ１錠 リン酸ジソピラミド 沢井製薬 22.40 劇 後発品
内 620312701 ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール 東和薬品 5.40 後発品
内 620311401 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール 日医工 5.40 後発品
内 620314401 ジピリダモール錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 ジピリダモール 東和薬品 5.90 後発品
内 621489001 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 日医工 25.00 後発品
内 621489601 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 ２００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 日医工 35.30 後発品
内 621743501 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩 東和薬品 24.50 局 劇 後発品
内 621743601 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩 東和薬品 40.10 局 劇 後発品
内 620429739 シメチジン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 ２００ｍｇ１錠 シメチジン 陽進堂 5.60 後発品
内 620306602 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩水和物 日医工 5.60 後発品
内 620306802 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩水和物 日医工 6.10 後発品
内 621418401 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ダイト」 ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール ダイト 20.30 局 後発品
内 621313801 シロスタゾール錠５０ｍｇ「テバ」 ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール テバ製薬 24.00 局 後発品
内 621418301 シロスタゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール 東和薬品 24.00 局 後発品
内 621418601 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＫＮ」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール 小林化工 37.70 局 後発品
内 621314101 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＹＤ」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール 陽進堂 37.70 局 後発品
内 621315201 シロスタゾール錠１００ｍｇ「テバ」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール テバ製薬 37.70 局 後発品
内 621418501 シロスタゾール錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール 東和薬品 47.60 局 後発品
内 622256201 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール 沢井製薬 24.00 後発品
内 622226901 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール 高田製薬 68.10 後発品
内 622256301 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール 沢井製薬 47.60 後発品
内 622227001 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「タカタ」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール 高田製薬 118.10 後発品
内 621524102 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 ５ｍｇ１錠 シンバスタチン 陽進堂 46.00 後発品
内 622116802 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 シンバスタチン 陽進堂 89.50 後発品
内 622116902 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン 陽進堂 189.80 後発品
内 620266138 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン 陽進堂 5.60 局 後発品
内 620266110 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン テバ製薬 5.60 局 後発品
内 620444001 スルピリドカプセル５０ｍｇ「イセイ」 ５０ｍｇ１カプセル スルピリド イセイ 6.30 局 後発品
内 620155801 セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠 セチプチリンマレイン酸塩 沢井製薬 6.50 劇 後発品
内 620435601 セトラキサート塩酸塩細粒４０％「ＹＤ」 ４０％１ｇ セトラキサート塩酸塩 陽進堂 13.10 後発品
内 620436201 セトラキサート塩酸塩カプセル２００ｍｇ「ＹＤ」 ２００ｍｇ１カプセル セトラキサート塩酸塩 陽進堂 8.70 後発品
内 621088802 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ２５０ｍｇ１カプセル セファクロル 辰巳化学 21.20 局 後発品
内 621248601 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩 日医工 24.50 劇 後発品
内 621248901 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「日医工」 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩 日医工 38.20 劇 後発品
内 620480504 センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 １２ｍｇ１錠 センノシド 陽進堂 5.00 後発品
内 620480205 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 １２ｍｇ１錠 センノシド 生晃栄養薬品 5.00 後発品
内 620059401 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「アメル」 ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン 共和薬品工業 6.80 後発品
内 620059301 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン 沢井製薬 9.90 後発品
内 620059901 ゾピクロン錠１０ｍｇ「アメル」 １０ｍｇ１錠 ゾピクロン 共和薬品工業 7.80 後発品
内 620059801 ゾピクロン錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 ゾピクロン 沢井製薬 11.00 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 621274801 ソファルコン細粒１０％「ＹＤ」 １０％１ｇ ソファルコン 陽進堂 8.30 後発品
内 621910501 ソファルコン細粒２０％「ＹＤ」 ２０％１ｇ ソファルコン 陽進堂 10.70 後発品
内 622232301 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 １ｍｇ１カプセル タクロリムス水和物 マイラン製薬 575.30 劇 後発品
内 622232201 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイザー」 ０．５ｍｇ１カプセル タクロリムス水和物 マイラン製薬 325.70 劇 後発品
内 622232401 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１カプセル タクロリムス水和物 マイラン製薬 2,156.10 劇 後発品
内 622257601 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 タルチレリン水和物 日本ジェネリック 781.10 局 後発品
内 622237701 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇ１錠 タルチレリン水和物 共和薬品工業 781.10 局 後発品
内 620161801 チアプリド細粒１０％「サワイ」 １０％１ｇ チアプリド塩酸塩 沢井製薬 22.80 後発品
内 620162003 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩 沢井製薬 7.80 局 後発品
内 620162302 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩 沢井製薬 11.40 局 後発品
内 620162001 チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩 共和薬品工業 6.00 局 後発品
内 621227905 チザニジン顆粒０．２％「日医工」 ０．２％１ｇ チザニジン塩酸塩 日医工 13.40 後発品
内 621228123 チザニジン錠１ｍｇ「ツルハラ」 １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩 鶴原製薬 5.60 後発品
内 621228112 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩 日医工 5.60 後発品
内 622243001 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ ２０ｍｇ１錠（テガフール相当量） テガフール・ギメラシル・オテラシル

カリウム配合剤
大鵬薬品工業 675.60 劇

内 622243101 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ ２５ｍｇ１錠（テガフール相当量） テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

大鵬薬品工業 812.80 劇

内 622255401 ディオバンＯＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 バルサルタン ノバルティス　ファーマ 33.80
内 622255501 ディオバンＯＤ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 バルサルタン ノバルティス　ファーマ 61.40
内 622255601 ディオバンＯＤ錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 バルサルタン ノバルティス　ファーマ 114.80
内 622255701 ディオバンＯＤ錠１６０ｍｇ １６０ｍｇ１錠 バルサルタン ノバルティス　ファーマ 223.70
内 620396901 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 テオフィリン 日医工 5.60 後発品
内 621268701 テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 テオフィリン 東和薬品 6.50 劇 後発品
内 621268801 テオフィリン徐放Ｕ錠４００ｍｇ「トーワ」 ４００ｍｇ１錠 テオフィリン 東和薬品 7.50 劇 後発品
内 621945902 テオフィリン徐放Ｕ錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 テオフィリン 東和薬品 5.60 後発品
内 621406901 テオフィリン徐放ＤＳ小児用２０％「トーワ」 ２０％１ｇ テオフィリン 東和薬品 57.10 劇 後発品
内 621407001 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％「日医工」 ２０％１ｇ テオフィリン 日医工 49.30 劇 後発品
内 620066101 デパケンＲ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 協和発酵キリン 11.70
内 620066201 デパケンＲ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 協和発酵キリン 19.20
内 620446001 テプレノン細粒１０％「サワイ」 １０％１ｇ テプレノン 沢井製薬 15.50 後発品
内 620447601 テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１カプセル テプレノン 沢井製薬 7.40 後発品
内 621746301 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ケミファ」 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩 日本薬品工業 117.30 後発品
内 621732101 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医工」 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩 日医工 123.90 後発品
内 622244201 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩 ファイザー 77.90 後発品
内 622128402 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「日医工」 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 日医工 9.60 局 後発品
内 621636401 ドキサゾシン錠１ｍｇ「日医工」 １ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 日医工 15.10 局 後発品
内 621636501 ドキサゾシン錠２ｍｇ「日医工」 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 日医工 26.50 局 後発品
内 622128502 ドキサゾシン錠４ｍｇ「日医工」 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 日医工 56.10 局 後発品
内 620714204 トコフェロール酢酸エステルカプセル１００ｍｇ「セイコー」 １００ｍｇ１カプセル トコフェロール酢酸エステル 生晃栄養薬品 5.60 後発品
内 620353804 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「ＹＤ」 ２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステル 陽進堂 5.60 後発品
内 620124201 ドパコール配合錠Ｌ１００ １錠 レボドパ・カルビドパ水和物 ダイト 14.20 後発品
内 621865201 ドパコール配合錠Ｌ５０ １錠 レボドパ・カルビドパ水和物 ダイト 7.00 後発品
内 621361514 トフィソパム錠５０ｍｇ「オーハラ」 ５０ｍｇ１錠 トフィソパム 大原薬品工業 5.60 後発品
内 621671101 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「テバ」 ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム テバ製薬 5.60 向 後発品
内 621918401 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医工」 ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 日医工 5.60 向 後発品
内 620037802 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム テバ製薬 5.60 向 後発品
内 620038001 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 日医工 5.60 向 後発品
内 620263001 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「イセイ」 ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド イセイ 6.00 局 後発品
内 620262802 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医工」 ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド 日医工 6.00 局 後発品
内 620505508 トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「オーハラ」 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩 大原薬品工業 9.50 後発品
内 620505724 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「オーハラ」 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩 大原薬品工業 5.60 後発品
内 620505723 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩 日医工 5.60 後発品
内 622036202 ドンペリドン錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 ドンペリドン 日医工 5.60 後発品
内 622006102 ドンペリドン錠５ｍｇ「日新」 ５ｍｇ１錠 ドンペリドン 日新製薬（山形） 5.60 後発品
内 621371618 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 ドンペリドン 日医工 5.60 後発品
内 621371623 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 １０ｍｇ１錠 ドンペリドン 日新製薬（山形） 5.60 後発品
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内 622230001 ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド 日医工 12.70 局 後発品
内 622230101 ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド 日医工 31.60 局 後発品
内 621264501 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン 日医工 8.70 局 後発品
内 620034201 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム 鶴原製薬 5.40 向 後発品
内 620035201 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム 鶴原製薬 5.60 向 後発品
内 622012302 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 東和薬品 8.10 後発品
内 621748201 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 東和薬品 12.70 後発品
内 621210704 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 ５％１ｍＬ バルプロ酸ナトリウム 日医工 6.50 局 後発品
内 622254301 パロキセチン錠１０ｍｇ「ザイダス」 １０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 ザイダスファーマ 63.40 劇 後発品
内 622254401 パロキセチン錠２０ｍｇ「ザイダス」 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 ザイダスファーマ 110.90 劇 後発品
内 622253001 パロキセチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 ５ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 エルメッド　エーザイ 36.20 劇 後発品
内 622249401 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 ５ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 小林化工 36.20 劇 後発品
内 622262701 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＯ」 ５ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 寿製薬 36.20 劇 後発品
内 622234601 パロキセチン錠５ｍｇ「オーハラ」 ５ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 大原薬品工業 36.20 劇 後発品
内 622254201 パロキセチン錠５ｍｇ「ザイダス」 ５ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 ザイダスファーマ 36.20 劇 後発品
内 622236101 パロキセチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 東和薬品 36.20 劇 後発品
内 620698003 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 １００ｍｇ１錠 パンテチン 陽進堂 5.60 後発品
内 620489401 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」 ２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム水和物 日医工 5.60 後発品
内 620490401 ピコスルファートナトリウムドライシロップ１％「日医工」 １％１ｇ ピコスルファートナトリウム水和物 日医工 11.80 後発品
内 620491703 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」 ０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム水和物 日医工 9.90 後発品
内 620141002 ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ「日新」 ２５ｍｇ１錠 ヒドロキシジンパモ酸塩 日新製薬（山形） 5.60 後発品
内 621643001 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩水和物 東和薬品 26.60 劇 後発品
内 621643101 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩水和物 東和薬品 47.80 劇 後発品
内 621473502 ファモチジン散１０％「オーハラ」 １０％１ｇ ファモチジン 大原薬品工業 98.70 局 後発品
内 622013102 ファモチジン散１０％「トーワ」 １０％１ｇ ファモチジン 東和薬品 146.10 局 後発品
内 621473603 ファモチジン散２％「オーハラ」 ２％１ｇ ファモチジン 大原薬品工業 18.80 局 後発品
内 621473901 ファモチジン散２％「トーワ」 ２％１ｇ ファモチジン 東和薬品 29.40 局 後発品
内 621474102 ファモチジン錠１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１錠 ファモチジン 大原薬品工業 9.60 局 後発品
内 621474401 ファモチジン錠１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ１錠 ファモチジン テバ製薬 9.60 局 後発品
内 621474801 ファモチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 ファモチジン 東和薬品 15.20 局 後発品
内 621475102 ファモチジン錠２０ｍｇ「オーハラ」 ２０ｍｇ１錠 ファモチジン 大原薬品工業 15.80 局 後発品
内 621475401 ファモチジン錠２０ｍｇ「テバ」 ２０ｍｇ１錠 ファモチジン テバ製薬 13.50 局 後発品
内 621475801 ファモチジン錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 ファモチジン 東和薬品 27.10 局 後発品
内 621681501 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１錠 ファモチジン 大原薬品工業 9.50 後発品
内 621622001 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ１錠 ファモチジン テバ製薬 9.60 後発品
内 621687301 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 ファモチジン 東和薬品 15.20 後発品
内 621681601 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 ２０ｍｇ１錠 ファモチジン 大原薬品工業 15.80 後発品
内 621622101 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 ２０ｍｇ１錠 ファモチジン テバ製薬 13.50 後発品
内 621687401 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 ファモチジン 東和薬品 27.10 後発品
内 622262901 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＤＫ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 大興製薬 45.40 局 後発品
内 622247601 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＦＦＰ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 富士フイルムファーマ 45.40 局 後発品
内 622239901 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＯＧ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 興和 45.40 局 後発品
内 622258601 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＮＰ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロファーマ 45.40 局 後発品
内 622249101 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 日医工サノフィ 45.40 局 後発品
内 622254101 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＣＫ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 辰巳化学 45.40 局 後発品
内 622225501 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＯＡ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 東亜薬品 45.40 局 後発品
内 622233801 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 陽進堂 45.40 局 後発品
内 622184401 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＺＥ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 全星薬品工業 45.40 局 後発品
内 622237901 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「アメル」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 共和薬品工業 45.40 局 後発品
内 622235001 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「杏林」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 キョーリンリメディオ 45.40 局 後発品
内 622251901 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ケミファ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 日本ケミファ 45.40 局 後発品
内 622251301 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「三和」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 日本薬品工業 45.40 局 後発品
内 622260101 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ダイト」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ダイト 45.40 局 後発品
内 622241701 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「テバ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 大正薬品工業 45.40 局 後発品
内 622236601 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 東和薬品 45.40 局 後発品
内 622245101 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「日新」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 日新製薬（山形） 45.40 局 後発品
内 622232901 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ファイザー」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ファイザー 45.40 局 後発品
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内 622228101 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「明治」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 45.40 局 後発品
内 622246501 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「モチダ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロパッチ 45.40 局 後発品
内 622262801 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＤＫ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 大興製薬 35.40 局 後発品
内 622247501 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 富士フイルムファーマ 35.40 局 後発品
内 622239801 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＯＧ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 興和 35.40 局 後発品
内 622258501 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロファーマ 35.40 局 後発品
内 622249001 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 日医工サノフィ 35.40 局 後発品
内 622254001 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 辰巳化学 35.40 局 後発品
内 622225401 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＯＡ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 東亜薬品 35.40 局 後発品
内 622233701 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 陽進堂 35.40 局 後発品
内 622184301 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＺＥ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 全星薬品工業 35.40 局 後発品
内 622237801 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「アメル」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 共和薬品工業 35.40 局 後発品
内 622234901 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「杏林」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 キョーリンリメディオ 35.40 局 後発品
内 622251801 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ケミファ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 日本ケミファ 35.40 局 後発品
内 622251201 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「三和」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 日本薬品工業 35.40 局 後発品
内 622260001 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ダイト」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ダイト 35.40 局 後発品
内 622241601 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「テバ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 大正薬品工業 35.40 局 後発品
内 622236501 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「トーワ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 東和薬品 35.40 局 後発品
内 622245001 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「日新」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 日新製薬（山形） 35.40 局 後発品
内 622232801 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ファイザー」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ファイザー 35.40 局 後発品
内 622228001 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「明治」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 35.40 局 後発品
内 622246401 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「モチダ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロパッチ 35.40 局 後発品
内 622247701 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＦＦＰ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 富士フイルムファーマ 45.40 後発品
内 622258801 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＮＰ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロファーマ 45.40 後発品
内 622236801 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「トーワ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 東和薬品 45.40 後発品
内 622233101 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ファイザー」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ファイザー 45.40 後発品
内 622258701 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロファーマ 35.40 後発品
内 622236701 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 東和薬品 35.40 後発品
内 622233001 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「ファイザー」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ファイザー 35.40 後発品
内 620942401 ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 ブシラミン 日医工 25.80 局 劇 後発品
内 620943101 ブシラミン錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 ブシラミン 日医工 20.30 局 劇 後発品
内 621529001 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「オーハラ」 ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 大原薬品工業 14.90 局 後発品
内 621529101 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 大原薬品工業 32.80 局 後発品
内 621639001 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 日医工ファーマ 14.90 局 後発品
内 621639101 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 日医工ファーマ 25.20 局 後発品
内 622231601 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＡＡ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 29.60 劇 後発品
内 622239601 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 第一三共エスファ 29.60 劇 後発品
内 622253101 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＥＥ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 エルメッド　エーザイ 29.60 劇 後発品
内 622247301 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＦＦＰ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 富士フイルムファーマ 29.60 劇 後発品
内 622257401 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＪＧ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ジェネリック 29.60 劇 後発品
内 622263101 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＫＯ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 寿製薬 29.60 劇 後発品
内 622249201 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 小林化工 29.60 劇 後発品
内 622263001 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＳＮ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 シオノケミカル 29.60 劇 後発品
内 622253501 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＴＣＫ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 辰巳化学 29.60 劇 後発品
内 622233901 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＹＤ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 陽進堂 29.60 劇 後発品
内 622238001 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「アメル」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 共和薬品工業 29.60 劇 後発品
内 622254501 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ザイダス」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 ザイダスファーマ 29.60 劇 後発品
内 622256401 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「サワイ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 沢井製薬 29.60 劇 後発品
内 622226701 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「タカタ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 高田製薬 29.60 劇 後発品
内 622229801 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「日医工」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 日医工 29.60 劇 後発品
内 622245201 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「日新」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 日新製薬（山形） 29.60 劇 後発品
内 622228701 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「明治」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 29.60 劇 後発品
内 622231701 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 101.30 劇 後発品
内 622239701 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 第一三共エスファ 101.30 劇 後発品
内 622253201 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 エルメッド　エーザイ 101.30 劇 後発品
内 622247401 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＦＦＰ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 富士フイルムファーマ 101.30 劇 後発品
内 622257501 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ジェネリック 101.30 劇 後発品
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内 622263301 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＫＯ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 寿製薬 101.30 劇 後発品
内 622249301 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 小林化工 101.30 劇 後発品
内 622263201 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＳＮ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 シオノケミカル 101.30 劇 後発品
内 622253601 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 辰巳化学 101.30 劇 後発品
内 622234001 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 陽進堂 101.30 劇 後発品
内 622238101 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「アメル」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 共和薬品工業 101.30 劇 後発品
内 622254601 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ザイダス」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 ザイダスファーマ 101.30 劇 後発品
内 622256501 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「サワイ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 沢井製薬 101.30 劇 後発品
内 622226801 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「タカタ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 高田製薬 101.30 劇 後発品
内 622229901 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日医工」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 日医工 101.30 劇 後発品
内 622245301 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日新」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 日新製薬（山形） 101.30 劇 後発品
内 622228801 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「明治」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 101.30 劇 後発品
内 622235901 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍｇ「トーワ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 東和薬品 29.60 劇 後発品
内 622236001 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 東和薬品 101.30 劇 後発品
内 621369604 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「日医工」 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩水和物 日医工 5.60 後発品
内 621369815 プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「テバ」 ０．０００５％１ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 大正薬品工業 3.80 後発品
内 621369813 プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「日医工」 ０．０００５％１ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 日医工 3.80 後発品
内 620039801 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム ニプロファーマ 7.60 向 後発品
内 620039601 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」 ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム 共和薬品工業 6.10 向 後発品
内 620039001 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム 東和薬品 7.60 向 後発品
内 620039901 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム 日医工 7.60 向 後発品
内 621987202 ブロチゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＮＰ」 ０．１２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム ニプロファーマ 5.60 向 後発品
内 621688601 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩 陽進堂 33.30 局 後発品
内 621688701 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩 陽進堂 52.70 局 後発品
内 620346023 プロブコール錠２５０ｍｇ「日医工」 ２５０ｍｇ１錠 プロブコール 日医工 6.40 局 後発品
内 620293401 プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０ｍｇ「サワイ」 ６０ｍｇ１カプセル プロプラノロール塩酸塩 沢井製薬 36.40 劇 後発品
内 620151501 ブロムペリドール細粒１％「サワイ」 １％１ｇ ブロムペリドール 沢井製薬 30.70 劇 後発品
内 622100102 ブロムペリドール錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠 ブロムペリドール 沢井製薬 5.60 劇 後発品
内 620152401 ブロムペリドール錠３ｍｇ「サワイ」 ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール 沢井製薬 11.60 劇 後発品
内 620153201 ブロムペリドール錠６ｍｇ「サワイ」 ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール 沢井製薬 19.20 劇 後発品
内 620121802 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「フソー」 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチンメシル酸塩 ダイト 48.60 劇 後発品
内 622231401 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩 セオリアファーマ 6.00 局 後発品
内 620234501 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩 鶴原製薬 6.00 局 後発品
内 622231501 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＣＥＯ」 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩 セオリアファーマ 6.30 局 後発品
内 621751201 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩 東和薬品 20.30 局 劇 後発品
内 621751301 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩 東和薬品 38.20 局 劇 後発品
内 621867101 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「トーワ」 ８ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩 東和薬品 68.00 局 劇 後発品
内 620309102 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ツルハラ」 ４０ｍｇ１錠 ベラパミル塩酸塩 鶴原製薬 6.30 局 後発品
内 621482302 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＹＤ」 ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム 陽進堂 24.80 局 劇 後発品
内 621481301 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「オーハラ」 ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム 大原薬品工業 24.80 局 劇 後発品
内 621482001 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トーワ」 ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム 東和薬品 32.90 局 劇 後発品
内 621640001 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「ＹＤ」 ４０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム 陽進堂 38.40 局 劇 後発品
内 621530401 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「トーワ」 ４０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム 東和薬品 62.90 局 劇 後発品
内 621482201 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「Ｆ」 ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム 富士製薬工業 27.60 局 劇 後発品
内 621682801 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン 沢井製薬 41.40 後発品
内 621682901 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワイ」 ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン 沢井製薬 72.20 後発品
内 622103002 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「テバ」 ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン テバ製薬 5.60 劇 後発品
内 620857304 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」 ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン テバ製薬 6.80 劇 後発品
内 621689303 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＮＳ」 ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース 日新製薬（山形） 16.80 局 後発品
内 621689001 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＹＤ」 ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース 陽進堂 16.80 局 後発品
内 621690402 ボグリボース錠０．２ｍｇ「杏林」 ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース キョーリンリメディオ 20.90 局 後発品
内 621690901 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ケミファ」 ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース 日本薬品工業 20.90 局 後発品
内 621689403 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＳ」 ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース 日新製薬（山形） 23.40 局 後発品
内 621689101 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＹＤ」 ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース 陽進堂 23.40 局 後発品
内 621690502 ボグリボース錠０．３ｍｇ「杏林」 ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース キョーリンリメディオ 28.80 局 後発品
内 621691001 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ケミファ」 ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース 日本薬品工業 28.80 局 後発品
内 622261201 マグミット細粒８３％ ８３％１ｇ 酸化マグネシウム 協和化学工業 13.60 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 621965002 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 日医工 9.90 局 劇 後発品
内 621640901 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 日医工 14.80 局 劇 後発品
内 621641001 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 日医工 25.50 局 劇 後発品
内 620258105 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩 辰巳化学 6.80 劇 後発品
内 620258102 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩 沢井製薬 6.80 劇 後発品
内 620258110 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩 日医工 6.80 劇 後発品
内 620257702 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩 沢井製薬 13.80 劇 後発品
内 620257709 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩 日医工 13.80 劇 後発品
内 620708407 メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン 陽進堂 5.60 後発品
内 620708625 メコバラミン錠５００μｇ「ＹＤ」 ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン 陽進堂 5.60 後発品
内 621965402 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 沢井製薬 7.30 局 劇 後発品
内 621366718 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「サワイ」 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 沢井製薬 7.40 局 劇 後発品
内 620538001 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２．５ｍｇ「ＰＰ」 ２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステ ポーラファルマ 12.20 後発品
内 620268501 メフルシド錠２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１錠 メフルシド 日医工 6.00 局 後発品
内 621409102 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩 陽進堂 13.60 後発品
内 621688001 ラニチジン錠７５ｍｇ「ＹＤ」 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩 陽進堂 8.30 後発品
内 622248001 リーバクト配合経口ゼリー ２０ｇ１個 イソロイシン・ロイシン・バリン 味の素製薬 246.50
内 621676601 リシノプリル錠５ｍｇ「オーハラ」 ５ｍｇ１錠 リシノプリル水和物 大原薬品工業 11.40 局 後発品
内 621966202 リシノプリル錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 リシノプリル水和物 日医工 12.70 局 後発品
内 621246201 リシノプリル錠１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１錠 リシノプリル水和物 大原薬品工業 14.20 局 後発品
内 621246501 リシノプリル錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 リシノプリル水和物 日医工 15.70 局 後発品
内 622047002 リシノプリル錠２０ｍｇ「オーハラ」 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル水和物 大原薬品工業 19.10 局 後発品
内 621966302 リシノプリル錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル水和物 日医工 20.40 局 後発品
内 622043901 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシトミ」 １ｍｇ１錠 リスペリドン 全星薬品工業 21.90 劇 後発品
内 622044001 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「ヨシトミ」 ２ｍｇ１錠 リスペリドン 全星薬品工業 39.60 劇 後発品
内 622238201 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメル」 ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン 共和薬品工業 6.70 劇 後発品
内 622235701 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン 全星薬品工業 12.20 劇 後発品
内 622238301 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 ３ｍｇ１錠 リスペリドン 共和薬品工業 35.00 劇 後発品
内 622044101 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 ３ｍｇ１錠 リスペリドン 全星薬品工業 57.40 劇 後発品
内 622260501 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 シオノケミカル 63.90 局 劇 後発品
内 622235101 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「杏林」 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 キョーリンリメディオ 63.90 局 劇 後発品
内 622245901 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「サンド」 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 サンド 63.90 局 劇 後発品
内 622248801 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｆ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 富士製薬工業 401.60 局 劇 後発品
内 622247201 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＦＦＰ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 富士フイルムファーマ 446.20 局 劇 後発品
内 622257301 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＪＧ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 日本ジェネリック 401.60 局 劇 後発品
内 622258401 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＮＰ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 ニプロファーマ 446.20 局 劇 後発品
内 622260601 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＳＮ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 シオノケミカル 401.60 局 劇 後発品
内 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 401.60 局 劇 後発品
内 622239001 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＺＥ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 全星薬品工業 446.20 局 劇 後発品
内 622235201 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「杏林」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 キョーリンリメディオ 401.60 局 劇 後発品
内 622246001 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サンド」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 サンド 401.60 局 劇 後発品
内 622227101 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「タカタ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 高田製薬 446.20 局 劇 後発品
内 622241501 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「テバ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 大正薬品工業 446.20 局 劇 後発品
内 622236401 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「トーワ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 東和薬品 446.20 局 劇 後発品
内 622229301 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日医工」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 日医工 446.20 局 劇 後発品
内 622245401 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日新」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 日新製薬（山形） 446.20 局 劇 後発品
内 622206401 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ファイザー」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 ファイザー 401.60 局 劇 後発品
内 622228901 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「明治」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 446.20 局 劇 後発品
内 622259901 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ユートク」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 大興製薬 446.20 局 劇 後発品
内 622053701 リセドロン酸Ｎａ塩錠２．５ｍｇ「タナベ」 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 田辺三菱製薬 63.90 局 劇 後発品
内 622243601 リセドロン酸Ｎａ塩錠１７．５ｍｇ「タナベ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 田辺三菱製薬 401.60 局 劇 後発品
内 622238401 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「アメル」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 共和薬品工業 401.60 局 劇 後発品
内 622252601 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「ケミファ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 日本薬品工業 446.20 局 劇 後発品
内 622239201 リバロＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 興和 66.40
内 622239301 リバロＯＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 興和 125.90
内 620689802 リボフラビン酪酸エステル細粒１０％「ツルハラ」 １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル 鶴原製薬 6.20 後発品
内 620691102 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツルハラ」 ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル 鶴原製薬 5.40 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 622248101 硫酸バリウム散９８．８％「ホリイ」 ９８．８％１０ｇ 硫酸バリウム 堀井薬品工業 14.80
内 621829201 ルナベル配合錠ＬＤ １錠 ノルエチステロン・エチニルエストラ

ジオール
ノーベルファーマ 327.90

内 621681102 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＲＭ」 １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン ローマン工業 40.70 後発品
内 621808201 ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「ＹＤ」 １０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 陽進堂 10.60 後発品
内 620098902 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」 ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物 陽進堂 7.80 後発品
内 620100001 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三和」 ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物 三和化学研究所 6.10 後発品
内 620099201 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物 東和薬品 6.10 後発品
内 620053801 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル 沢井製薬 9.20 向 後発品
内 620054701 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル 沢井製薬 14.80 向 後発品
内 621989502 ロペラミド塩酸塩細粒０．１％「フソー」 ０．１％１ｇ 塩酸ロペラミド ダイト 15.40 後発品
内 620424801 ロペラミド塩酸塩細粒０．２％「フソー」 ０．２％１ｇ 塩酸ロペラミド ダイト 32.20 後発品
内 620425110 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「フソー」 １ｍｇ１カプセル 塩酸ロペラミド ダイト 15.00 後発品
内 622256601 ロラタジンＤＳ１％「サワイ」 １％１ｇ ロラタジン 沢井製薬 144.50 後発品
内 622229401 ロラタジンドライシロップ１％「日医工」 １％１ｇ ロラタジン 日医工 144.50 後発品
注 621384411 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「アイロム」 ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル アイロム製薬 872.00 後発品
注 621660102 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇバッグ１００ｍＬ「アイロム」 ２５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 アシクロビル アイロム製薬 1,123.00 局 後発品
注 621069302 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＮｉｋＰ」 １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩 日医工ファーマ 104.00 局 後発品
注 620362202 アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「ＡＦＰ」 ２０μｇ１瓶 アルプロスタジル　アルファデクス エール薬品 507.00 劇 後発品
注 622027702 イオパミドール３００注５０ｍＬ「ＨＫ」 ６１．２４％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール 光製薬 3,143.00 後発品
注 622027802 イオパミドール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 ６１．２４％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール 光製薬 4,548.00 後発品
注 622028002 イオパミドール３７０注５０ｍＬ「ＨＫ」 ７５．５２％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール 光製薬 3,477.00 後発品
注 622028102 イオパミドール３７０注１００ｍＬ「ＨＫ」 ７５．５２％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール 光製薬 5,817.00 後発品
注 622027902 イオパミドール３７０注２０ｍＬ「ＨＫ」 ７５．５２％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール 光製薬 1,761.00 後発品
注 621186103 イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「ＨＫ」 ７５．５２％１００ｍＬ１筒 イオパミドール 光製薬 5,973.00 後発品
注 622027502 イオパミドール３７０注シリンジ８０ｍＬ「ＨＫ」 ７５．５２％８０ｍＬ１筒 イオパミドール 光製薬 4,562.00 後発品
注 621186003 イオパミドール３７０注シリンジ５０ｍＬ「ＨＫ」 ７５．５２％５０ｍＬ１筒 イオパミドール 光製薬 3,938.00 後発品
注 621695401 イオヘキソール３００注シリンジ１００ｍＬ「ＨＫ」 ６４．７１％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール 光製薬 4,564.00 後発品
注 622255301 １％ディプリバン注 ２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 プロポフォール アストラゼネカ 1,275.00 劇
注 622258901 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＮＰ」 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 ニプロファーマ 3,124.00 劇 後発品
注 622236901 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「トーワ」 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 東和薬品 3,124.00 劇 後発品
注 622230201 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「日医工」 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 日医工 3,124.00 劇 後発品
注 622259001 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＰ」 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 ニプロファーマ 7,334.00 劇 後発品
注 622237001 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 東和薬品 7,334.00 劇 後発品
注 622230301 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 日医工 7,334.00 劇 後発品
注 622083002 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＴＣＫ」 ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン 辰巳化学 3,769.00 後発品
注 622246601 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「ホスピーラ」 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩 ホスピーラ・ジャパン 3,131.00 劇 後発品
注 622246701 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ「ホスピーラ」 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩 ホスピーラ・ジャパン 10,762.00 劇 後発品
注 622262401 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣＴ」 ０．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノールナトリウム アクテリオン　ファーマシュー

ティカルズジャパン
9,430.00 劇 後発品

注 622262301 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣＴ」 ０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノールナトリウム アクテリオン　ファーマシュー
ティカルズジャパン

9,210.00 劇 後発品

注 622262501 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣＴ」 １．５ｍｇ１瓶 エポプロステノールナトリウム アクテリオン　ファーマシュー
ティカルズジャパン

18,898.00 劇 後発品

注 622262601 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣＴ」 １．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノールナトリウム アクテリオン　ファーマシュー
ティカルズジャパン

19,118.00 劇 後発品

注 621417701 Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注液１０ｍＥｑ「トーワ」 １７．１２％１０ｍＬ１管 Ｌ－アスパラギン酸カリウム 東和薬品 56.00 後発品
注 622263401 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「テルモ」 ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルナトリウム テルモ 1,384.00 後発品
注 620687201 コカルボキシラーゼ注射用２５ｍｇ「イセイ」 ２５ｍｇ１管（溶解液付） コカルボキシラーゼ イセイ 56.00 後発品
注 620687601 コカルボキシラーゼ注射用５０ｍｇ「イセイ」 ５０ｍｇ１管（溶解液付） コカルボキシラーゼ イセイ 56.00 後発品
注 622244001 サイゼン皮下注射液１２ｍｇ １２ｍｇ１筒 ソマトロピン（遺伝子組換え） メルクセローノ 64,085.00
注 621282501 サイゼン注用１．３３ｍｇ １．３３ｍｇ１瓶（溶解液付） ソマトロピン（遺伝子組換え） メルクセローノ 8,237.00
注 621413101 サイゼン皮下注用８ｍｇ ８ｍｇ１瓶（溶解液付） ソマトロピン（遺伝子組換え） メルクセローノ 43,906.00
注 621096002 セファゾリンナトリウム注射用０．５ｇ「日医工」 ５００ｍｇ１瓶 セファゾリンナトリウム 日医工 122.00 局 後発品
注 621096802 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 １ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム 日医工 122.00 局 後発品
注 621097602 セファゾリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 ２ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム 日医工 259.00 局 後発品
注 621987602 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩 ニプロファーマ 231.00 局 後発品
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注 621344901 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩 ニプロファーマ 280.00 局 後発品
注 621345301 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩 ニプロファーマ 356.00 局 後発品
注 621540002 セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」 １ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ

付）
セフォチアム塩酸塩 ニプロファーマ 699.00 後発品

注 622227801 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明治」 ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 3,115.00 劇 後発品
注 622227901 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「明治」 ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 4,680.00 劇 後発品
注 620374902 デキストロメトルファン臭化水素酸塩注射液５ｍｇ「日医工」 ０．５％１ｍＬ１管 デキストロメトルファン臭化水素酸塩

水和物
日医工 54.00 劇 後発品

注 622231801 ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「あすか」 ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解液付） ドセタキセル あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 12,552.00 毒 後発品
注 622231901 ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「あすか」 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液付） ドセタキセル あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 43,164.00 毒 後発品
注 621365306 ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩 エール薬品 416.00 劇 後発品
注 621365317 ドブタミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ＫＮ」 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩 小林化工 301.00 劇 後発品
注 620809804 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 １０％１０ｍＬ１管 トラネキサム酸 ニプロファーマ 61.00 局 後発品
注 621669501 トラネキサム酸注１ｇシリンジ「ＮＰ」 １０％１０ｍＬ１筒 トラネキサム酸 ニプロファーマ 166.00 後発品
注 621429801 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「ＡＦＰ」 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 エール薬品 252.00 劇 後発品
注 621431804 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 日医工ファーマ 691.00 劇 後発品
注 621539001 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「ＡＦＰ」 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 エール薬品 865.00 劇 後発品
注 621432104 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「ＮｉｋＰ」 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 日医工ファーマ 1,749.00 劇 後発品
注 622249901 ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／５０ｍＬ「ＨＫ」 ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ニトログリセリン 光製薬 1,647.00 劇 後発品
注 622252701 ノボラピッド注　フレックスタッチ ３００単位１キット インスリンアスパルト（遺伝子組換 ノボ　ノルディスク　ファーマ 2,319.00 劇
注 622259101 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「ＮＰ」 ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル ニプロファーマ 5,587.00 毒 後発品
注 622259201 パクリタキセル注射液１００ｍｇ「ＮＰ」 １００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶 パクリタキセル ニプロファーマ 15,474.00 毒 後発品
注 620897402 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「ＮＰ」 １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸ナトリウム ニプロファーマ 589.00 後発品
注 621144401 ビダラビン点滴静注用３００ｍｇ「Ｆ」 ３００ｍｇ１瓶 ビダラビン 富士製薬工業 5,239.00 後発品
注 622229101 ５－ＦＵ注２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１瓶 フルオロウラシル 協和発酵キリン 368.00 劇
注 621645303 ファモチジン注射用２０ｍｇ「オーハラ」 ２０ｍｇ１管 ファモチジン 大原薬品工業 140.00 局 後発品
注 621622201 ファモチジン注射用２０ｍｇ「テバ」 ２０ｍｇ１管 ファモチジン テバ製薬 140.00 局 後発品
注 621651001 ファモチジン注用２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１管 ファモチジン 東和薬品 140.00 局 後発品
注 622093402 ファモチジン注射用１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１管 ファモチジン 大原薬品工業 92.00 局 後発品
注 622103902 ファモチジン注射用１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ１管 ファモチジン テバ製薬 102.00 局 後発品
注 622056602 ファモチジン注用１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１管 ファモチジン 東和薬品 102.00 局 後発品
注 621669601 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇシリンジ「ＮＰ」 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 ブチルスコポラミン臭化物 ニプロファーマ 159.00 劇 後発品
注 621646001 ブドウ糖注５％シリンジ「ＮＰ」 ５％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖 ニプロファーマ 176.00 後発品
注 621651401 ブドウ糖注２０％シリンジ「ＮＰ」 ２０％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖 ニプロファーマ 178.00 後発品
注 621539701 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「イセイ」 ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール イセイ 1,011.00 後発品
注 621539801 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「イセイ」 ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール イセイ 1,400.00 後発品
注 621539901 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「イセイ」 ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール イセイ 1,893.00 後発品
注 621541601 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「テバ」 ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール テバ製薬 1,390.00 後発品
注 621541701 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「テバ」 ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール テバ製薬 1,761.00 後発品
注 622080102 プロチレリン酒石酸塩注１ｍｇ「ＮＰ」 １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩水和物 ニプロファーマ 1,020.00 後発品
注 621195401 プロチレリン酒石酸塩注２ｍｇ「ＮＰ」 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩水和物 ニプロファーマ 2,559.00 後発品
注 622045702 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「タカタ」 ５００ｍｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム 高田製薬 199.00 局 後発品
注 621114602 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「タカタ」 １ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム 高田製薬 361.00 局 後発品
注 621115302 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「タカタ」 ２ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム 高田製薬 567.00 局 後発品
注 621669801 メコバラミン注５００μｇシリンジ「ＮＰ」 ５００μｇ１ｍＬ１筒 メコバラミン ニプロファーマ 164.00 後発品
注 620569915 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「オーハラ」 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩 エール薬品 242.00 劇 後発品
外 621447603 アシクロビル軟膏５％「テバ」 ５％１ｇ アシクロビル 大正薬品工業 145.90 後発品
外 622209501 オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．４％「ニットー」 ０．４％１ｍＬ オキシブプロカイン塩酸塩 日東メディック 8.90 後発品
外 621397104 オフロキサシン点眼液０．３％「テバ」 ０．３％１ｍＬ オフロキサシン 大正薬品工業 43.00 後発品
外 621372904 クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％「テイコク」 ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル 帝國製薬 12.40 後発品
外 620587801 クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液５％「ＮＰ」 ５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロファーマ 10.30 後発品
外 620644603 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェン 帝國製薬 14.30 後発品
外 621793003 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン 帝國製薬 19.80 後発品
外 620625902 ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＫＮ」 ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート 小林化工 12.30 後発品
外 620334202 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「テイコク」 ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビド 帝國製薬 45.10 後発品
外 620594801 消毒用アルコール配合液「ＮＰ」 １０ｍＬ 配合剤 ニプロファーマ 4.30
外 622263501 消毒用エタノールＩＰＡ液「東豊」 １０ｍＬ エタノール 東豊薬品 6.30 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 621762601 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロール 祐徳薬品工業 33.60 後発品
外 621762701 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」 １ｍｇ１枚 ツロブテロール 祐徳薬品工業 45.50 後発品
外 621762801 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 ２ｍｇ１枚 ツロブテロール 祐徳薬品工業 59.20 後発品
外 622260801 ティアバランス点眼液０．３％ ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム 千寿製薬 467.60 後発品
外 621675401 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医工」 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 日医工 20.10 局 後発品
外 622226501 ヒアロンサン点眼液０．３％ ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム 東亜薬品 430.00 後発品
外 621146701 ビダラビン軟膏３％「Ｆ」 ３％１ｇ ビダラビン 富士製薬工業 132.20 後発品
外 621354901 ビダラビン軟膏３％「イワキ」 ３％１ｇ ビダラビン 岩城製薬 132.20 後発品
外 621760702 フェルビナクローション３％「ラクール」 ３％１ｍＬ フェルビナク 東光薬品工業 4.00 後発品
外 620646004 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク 三友薬品 15.10 後発品
外 621975102 フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラクール」 ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク 三友薬品 24.70 後発品
外 622228201 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「明治」 ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル 祐徳薬品工業 1,260.80 麻 劇 後発品
外 622228301 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「明治」 ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル 祐徳薬品工業 2,338.50 麻 劇 後発品
外 622228401 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「明治」 ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル 祐徳薬品工業 4,337.40 麻 劇 後発品
外 622228501 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「明治」 １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル 祐徳薬品工業 6,225.40 麻 劇 後発品
外 622228601 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「明治」 １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル 祐徳薬品工業 8,044.90 麻 劇 後発品
外 620611602 フルオシノニド軟膏０．０５％「テイコク」 ０．０５％１ｇ フルオシノニド 帝國製薬 9.10 劇 後発品
外 620612702 フルオシノニドクリーム０．０５％「テイコク」 ０．０５％１ｇ フルオシノニド 帝國製薬 9.10 劇 後発品
外 621764504 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」２８噴霧用 ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル キョーリンリメディオ 512.10 後発品
外 621853403 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「杏林」５６噴霧用 ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル キョーリンリメディオ 549.30 後発品
外 621764604 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル キョーリンリメディオ 968.10 後発品
外 620615602 プレドニゾロンクリーム０．５％「テイコク」 ０．５％１ｇ プレドニゾロン 帝國製薬 8.10
外 622229201 プロビスク０．６眼粘弾剤１％ １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸ナトリウム 日本アルコン 3,696.50 後発品
外 621372204 ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏０．０６４％「テイコク」 ０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 帝國製薬 9.40 劇 後発品
外 621372304 ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム０．０６４％「テイコ ０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 帝國製薬 9.40 劇 後発品
外 620415301 ポビドンヨード含嗽用液７％「ＹＤ」 ７％１ｍＬ ポビドンヨード 陽進堂 2.40 後発品
外 622240401 レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＫＯＧ」 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩 興和 96.30 後発品
外 622240201 レボフロキサシン点眼液０．５％「ＫＯＧ」 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 興和 76.10 局 後発品
外 622246901 レボフロキサシン点眼液１．５％「ＦＦＰ」 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 富士フイルムファーマ 85.50 局 後発品
外 622240301 レボフロキサシン点眼液１．５％「ＫＯＧ」 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 興和 76.90 局 後発品
外 622250101 レボフロキサシン点眼液１．５％「ＴＳ」 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 テイカ製薬 85.50 局 後発品
外 622234401 レボフロキサシン点眼液１．５％「ＹＤ」 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 陽進堂 85.50 局 後発品
外 622238601 レボフロキサシン点眼液１．５％「アメル」 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 共和薬品工業 85.50 局 後発品
外 622234701 レボフロキサシン点眼液１．５％「オーハラ」 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 大原薬品工業 85.50 局 後発品
外 622260401 レボフロキサシン点眼液１．５％「科研」 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 ダイト 85.50 局 後発品
外 622226601 レボフロキサシン点眼液１．５％「杏林」 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 キョーリンリメディオ 85.50 局 後発品
外 622227501 レボフロキサシン点眼液１．５％「タカタ」 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 高田製薬 85.50 局 後発品
外 622241801 レボフロキサシン点眼液１．５％「テバ」 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 大正薬品工業 85.50 局 後発品
外 622245501 レボフロキサシン点眼液１．５％「日新」 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 日新製薬（山形） 85.50 局 後発品
外 622233201 レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイザー」 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 ファイザー 76.90 局 後発品
外 622257201 ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＪＧ」 １％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ジェネリック 4.50 後発品
外 622259601 ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 １％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロパッチ 4.50 後発品
外 622262001 ロキソプロフェンＮａゲル１％「ラクール」 １％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 三友薬品 4.50 後発品
外 622257101 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＪＧ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ジェネリック 30.60 後発品
外 622240701 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＫＯＧ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 救急薬品工業 30.60 後発品
外 622259501 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＮＰ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロパッチ 30.60 後発品
外 622234301 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＹＤ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 陽進堂 30.60 後発品
外 622235501 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「杏林」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 キョーリンリメディオ 30.60 後発品
外 622251101 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三和」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 三和化学研究所 30.60 後発品
外 622227201 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「タカタ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 高田製薬 30.60 後発品
外 622237101 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「トーワ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 東和薬品 30.60 後発品
外 622261501 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三笠」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 三笠製薬 30.60 後発品
外 622253301 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＤＫ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 大興製薬 19.80 後発品
外 622252801 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＥＥ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 エルメッド　エーザイ 19.80 後発品
外 622247801 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＦＦＰ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 富士フイルムファーマ 19.80 後発品
外 622256901 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＪＧ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ジェネリック 19.80 後発品
外 622240501 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＫＯＧ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 救急薬品工業 19.80 後発品
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外 622259301 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＮＰ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロパッチ 19.80 後発品
外 622263601 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＳＮ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 シオノケミカル 19.80 後発品
外 622250201 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＴＳ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 テイカ製薬 19.80 後発品
外 622234101 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＹＤ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 陽進堂 19.80 後発品
外 622238701 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「アメル」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 共和薬品工業 19.80 後発品
外 622260201 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 帝國製薬 19.80 後発品
外 622235301 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「杏林」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 キョーリンリメディオ 19.80 後発品
外 622250901 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三和」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 三和化学研究所 19.80 後発品
外 622227301 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「タカタ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 高田製薬 19.80 後発品
外 622237201 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「トーワ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 東和薬品 19.80 後発品
外 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 19.80 後発品
外 622261301 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三笠」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 三笠製薬 19.80 後発品
外 622259701 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユートク」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 祐徳薬品工業 19.80 後発品
外 622262101 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ラクール」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 東光薬品工業 19.80 後発品
外 622253401 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＤＫ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 大興製薬 30.60 後発品
外 622252901 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＥＥ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 エルメッド　エーザイ 30.60 後発品
外 622247901 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＦＦＰ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 富士フイルムファーマ 30.60 後発品
外 622257001 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＪＧ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ジェネリック 30.60 後発品
外 622240601 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＫＯＧ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 救急薬品工業 30.60 後発品
外 622259401 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＮＰ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロパッチ 30.60 後発品
外 622263701 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＳＮ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 シオノケミカル 30.60 後発品
外 622250301 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＴＳ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 テイカ製薬 30.60 後発品
外 622234201 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＹＤ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 陽進堂 30.60 後発品
外 622238801 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「アメル」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 共和薬品工業 30.60 後発品
外 622260301 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 帝國製薬 30.60 後発品
外 622235401 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「杏林」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 キョーリンリメディオ 30.60 後発品
外 622251001 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三和」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 三和化学研究所 30.60 後発品
外 622227401 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「タカタ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 高田製薬 30.60 後発品
外 622237301 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「トーワ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 東和薬品 30.60 後発品
外 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 30.60 後発品
外 622261401 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三笠」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 三笠製薬 30.60 後発品
外 622259801 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユートク」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 祐徳薬品工業 30.60 後発品
外 622262201 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ラクール」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 東光薬品工業 30.60 後発品
外 622261601 ロキソプロフェンＮａパップ２００ｍｇ「三笠」 ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 三笠製薬 47.30 後発品
外 622252401 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「ケミファ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ケミファ 30.60 後発品
外 622229501 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「日医工」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日医工 30.60 後発品
外 622232701 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「ファイザー」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 大石膏盛堂 30.60 後発品
外 622252201 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「ケミファ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ケミファ 19.80 後発品
外 622242801 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「タイホウ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 岡山大鵬薬品 19.80 後発品
外 622229601 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「日医工」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日医工 19.80 後発品
外 622232501 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「ファイザー」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 大石膏盛堂 19.80 後発品
外 622252301 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「ケミファ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ケミファ 30.60 後発品
外 622242901 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「タイホウ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 岡山大鵬薬品 30.60 後発品
外 622229701 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「日医工」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日医工 30.60 後発品
外 622232601 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「ファイザー」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 大石膏盛堂 30.60 後発品
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