
20131129経過措置分（別表６）

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 620000706 アスコルビン酸「メタル」 １ｇ アスコルビン酸 中北薬品 8.10 局
内 620004929 イスハート錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ピンドロール 高田製薬 5.80 劇 後発品
内 620004453 インデラルＬＡカプセル６０ｍｇ ６０ｍｇ１カプセル プロプラノロール塩酸塩 アストラゼネカ 90.30 劇
内 612120017 インデラル錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 プロプラノロール塩酸塩 アストラゼネカ 29.50 局 劇
内 620159801 ＬＬ配合シロップ小児用 １０ｍＬ 配合剤 第一三共 19.00 劇
内 620003898 塩酸ベニジピン細粒０．４％「ＭＥＥＫ」 ０．４％１ｇ ベニジピン塩酸塩 小林化工 59.20 劇 後発品
内 610444046 クロベート錠２００ ２００ｍｇ１錠 アシクロビル ポーラファルマ 51.20 後発品
内 620008304 コバステン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン 小林化工 8.30 局 後発品
内 620008619 コンズール錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 原沢製薬工業 5.60 後発品
内 620005974 シオベテック錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 フェノテロール臭化水素酸塩 シオノケミカル 5.90 後発品
内 620005975 ジクロフェナクＮａＳＲ錠３７．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ３７．５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム 小林化工 7.60 劇 後発品
内 620005478 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩 メディサ新薬 81.20 局 後発品
内 620005485 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨＯＳ」 １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩 シー・エイチ・オー新薬 28.90 局 後発品
内 620005450 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩 メディサ新薬 65.00 局 後発品
内 620005457 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＨＯＳ」 ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩 シー・エイチ・オー新薬 28.80 局 後発品
内 612140129 セロケン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 アストラゼネカ 26.50 局 劇
内 620006964 センノシド錠１２ｍｇ「タイヨー」 １２ｍｇ１錠 センノシド テバ製薬 5.00 後発品
内 610421210 ダイオウ末（井藤） １０ｇ ダイオウ 井藤漢方製薬 22.30 局 ※
内 620002751 タムスロンカプセル０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 東和薬品 41.80 後発品
内 620003982 タムスロンカプセル０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 東和薬品 89.70 後発品
内 620755201 ツインライン配合経腸用液 １０ｍＬ（混合調製後の内用液として） 配合剤 イーエヌ大塚製薬 9.00
内 620003582 トファルコン細粒１０％ １０％１ｇ ソファルコン キョーリンリメディオ 9.10 後発品
内 620004013 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ニッシン」 １０ｍｇ１錠 ニソルジピン 日新製薬（山形） 19.90 劇 後発品
内 620004012 ニソルジピン錠５ｍｇ「ニッシン」 ５ｍｇ１錠 ニソルジピン 日新製薬（山形） 9.60 劇 後発品
内 620921201 ノルキシフェン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩 寿製薬 63.40 後発品
内 617210034 バリトゲンゾル １００％１０ｍＬ 硫酸バリウム 伏見製薬所 14.70
内 617210098 バリトゲンゾル１４５ １４５％１０ｍＬ 硫酸バリウム 伏見製薬所 24.90
内 620008687 ハルニンコーワ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩 大正薬品工業 14.00 後発品
内 620002781 バンコミック錠１０ １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩 テバ製薬 29.70 局 後発品
内 620002782 バンコミック錠２０ ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩 テバ製薬 52.70 局 後発品
内 620006082 ビフィダー散２％ １ｇ ビフィズス菌 科研製薬 6.20
内 620002792 ファモチジン散２％「アメル」 ２％１ｇ ファモチジン 共和薬品工業 20.50 局 後発品
内 613230005 ブドウ糖（（三晃）） １０ｇ ブドウ糖 協和発酵キリン 13.20 局
内 620005537 プランルカストＤＳ１０％「ＭＥＤ」 １０％１ｇ プランルカスト水和物 メディサ新薬 42.20 後発品
内 620008739 マストリック錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩 日新製薬（山形） 5.60 後発品
内 620070001 メフェナム酸カプセル２５０ｍｇ「昭和」 ２５０ｍｇ１カプセル メフェナム酸 昭和薬品化工 5.40 後発品
内 620006149 メルラクトン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン 小林化工 5.60 局 後発品
内 620000654 「ヨシダ」ゲル細粒 １ｇ 乾燥水酸化アルミニウムゲル 吉田製薬 8.20 局
内 620755501 ラコール配合経腸用液 １０ｍＬ 配合剤 イーエヌ大塚製薬 8.60
内 620004616 ラビン細粒１０％ １０％１ｇ ソファルコン 辰巳化学 8.30 後発品
内 620005634 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「サワイ」 ０．１％１ｍＬ リスペリドン 沢井製薬 60.40 局 劇 後発品
内 620006177 ロペミック小児用細粒０．０５％ ０．０５％１ｇ 塩酸ロペラミド 小林化工 14.80 後発品
注 620003670 アガリット静注用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 ガベキサートメシル酸塩 日医工ファーマ 184.00 劇 後発品
注 620006193 アミゼットＸＢ輸液 ２００ｍＬ１袋 配合剤 テルモ 442.00
注 620003488 イヌリード注 ４ｇ４０ｍＬ１瓶（溶解液付） イヌリン 富士薬品 8,831.00
注 640408125 インジウム（１１１Ｉｎ）オキシン液 １回分 インジウム（１１１Ｉｎ）オキシキノリン 日本メジフィジックス 61,287.00
注 620004647 解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 血液２００ｍＬに由来する赤血球１袋 解凍人赤血球濃厚液 日本赤十字社 15,202.00
注 620004648 解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 血液４００ｍＬに由来する赤血球１袋 解凍人赤血球濃厚液 日本赤十字社 30,404.00
注 620004657 グリベルチン静注液２０ｍＬ ２０ｍＬ１管 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 テバ製薬 56.00 後発品
注 620004663 合成血－ＬＲ「日赤」 血液２００ｍＬ相当に由来する血液量１袋 合成血 日本赤十字社 13,124.00
注 620004664 合成血－ＬＲ「日赤」 血液４００ｍＬ相当に由来する血液量１袋 合成血 日本赤十字社 26,247.00
注 620004671 照射解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 血液２００ｍＬに由来する赤血球１袋 解凍人赤血球濃厚液 日本赤十字社 15,597.00
注 620004672 照射解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 血液４００ｍＬに由来する赤血球１袋 解凍人赤血球濃厚液 日本赤十字社 31,194.00
注 640421073 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」 血液２００ｍＬに由来する赤血球１袋 解凍人赤血球濃厚液 日本赤十字社 13,464.00
注 640421074 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」 血液４００ｍＬに由来する赤血球１袋 解凍人赤血球濃厚液 日本赤十字社 26,929.00
注 620004673 照射合成血－ＬＲ「日赤」 血液２００ｍＬ相当に由来する血液量１袋 合成血 日本赤十字社 13,674.00
注 620004674 照射合成血－ＬＲ「日赤」 血液４００ｍＬ相当に由来する血液量１袋 合成血 日本赤十字社 27,347.00
注 620004677 照射洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 ２００ｍＬ１袋 洗浄人赤血球浮遊液 日本赤十字社 9,757.00
注 620004678 照射洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 ４００ｍＬ１袋 洗浄人赤血球浮遊液 日本赤十字社 19,514.00
注 620004692 洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 ２００ｍＬ１袋 洗浄人赤血球浮遊液 日本赤十字社 9,207.00
注 620004693 洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 ４００ｍＬ１袋 洗浄人赤血球浮遊液 日本赤十字社 18,414.00
注 620008887 テオドリップ点滴静注用２００ｍｇ ０．１％２００ｍＬ１袋 テオフィリン 大正薬品工業 250.00 劇 後発品Page 1



20131129経過措置分（別表６）

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 620002968 ニトログリセリン注２５ｍｇ「ＨＫ」 ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ニトログリセリン 光製薬 1,647.00 劇 後発品
注 620002969 ニトログリセリン注５０ｍｇ「ＨＫ」 ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 ニトログリセリン 光製薬 2,409.00 劇 後発品
注 620007411 ネオファーゲンＣ静注２０ｍＬ ２０ｍＬ１管 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 大鵬薬品工業 56.00
注 620007410 ネオファーゲンＣ静注５ｍＬ ５ｍＬ１管 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 大鵬薬品工業 56.00
注 640412052 ハウゼマイム注 １０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム 日新製薬（山形） 59.00 後発品
注 620007473 ブミネート静注液２５％ ２５％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン バクスター 4,390.00
注 620007472 ブミネート静注液５％ ５％２５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン バクスター 4,835.00
注 620007476 プラズマプロティンフラクション静注液４．４％ ２５０ｍＬ１瓶 加熱人血漿たん白 バクスター 5,390.00
注 643130145 フラッド注－１０ １０ｍｇ１管 フラビンアデニンジヌクレオチド 大鵬薬品工業 56.00 後発品
注 643130146 フラッド注－２０ ２０ｍｇ１管 フラビンアデニンジヌクレオチド 大鵬薬品工業 56.00 後発品
注 643130220 フラッド注－３０ ３０ｍｇ１管 フラビンアデニンジヌクレオチド 大鵬薬品工業 56.00 後発品
注 643130147 フラッド注－５ ５ｍｇ１管 フラビンアデニンジヌクレオチド 大鵬薬品工業 56.00 後発品
注 620006302 フルカリック１号輸液 １８０６ｍＬ１キット 配合剤 テルモ 1,736.00
注 620006304 フルカリック２号輸液 ２００６ｍＬ１キット 配合剤 テルモ 1,886.00
注 620003808 ペラプリン注シリンジ１０ｍｇ １０ｍｇ２ｍＬ１筒 メトクロプラミド テバ製薬 150.00 後発品
注 620002602 ミクロフィリン注シリンジ２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１０ｍＬ１筒 アミノフィリン水和物 テバ製薬 156.00 後発品
注 640462026 ミネラリン注シリンジ ２ｍＬ１筒 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 日本製薬 322.00
注 620002603 ミネリック－４注シリンジ ２ｍＬ１筒 塩化第二鉄・硫酸亜鉛水和物配合剤 ニプロファーマ 271.00 後発品
注 620818901 ロイコプロール点滴静注用４００万単位 ４００万単位１瓶 ミリモスチム 日本ケミカルリサーチ 13,287.00
外 620582905 アクリノール液０．１％「日医工」 ０．１％１０ｍＬ アクリノール水和物 日医工 7.20 後発品
外 620003842 アズレミック錠口腔用５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 東洋製薬化成 18.10
外 620008963 アルデシンＡＱネーザル５０μｇ ８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル ＭＳＤ 791.30 後発品
外 620612101 グリコベースクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ フルオシノニド 摩耶堂製薬 8.80 劇 後発品
外 660431035 クレゾール石ケン液〈ハチ〉 １０ｍＬ クレゾール石ケン 東洋製薬化成 9.40 局
外 661140049 サリチゾン坐薬７５０ ７５０ｍｇ１個 アスピリン 昭和薬品化工 21.10 後発品
外 662610148 消毒用（オ）アルコール １０ｍＬ 配合剤 日医工 4.30 後発品
外 662610150 消毒用イソプロアルコール．５０（日医工ファーマ） ５０％１０ｍＬ イソプロパノール 日医工 3.70 ※ 後発品
外 662610313 消毒用イソプロアルコール．７０（日医工ファーマ） ７０％１０ｍＬ イソプロパノール 日医工 4.40 ※ 後発品
外 620005757 トクダームテープ６μｇ／ｃ㎡ （０．３ｍｇ）５ｃｍ×１０ｃｍ ベタメタゾン吉草酸エステル ニチバン 48.20
外 620005758 トクダームテープ６μｇ／ｃ㎡ （０．４５ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ ベタメタゾン吉草酸エステル ニチバン 62.70
外 621824302 ハイポエタノール消毒液２％「日医工」 １０ｍＬ チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール 日医工 7.90 後発品
外 620608720 ビスオＤＳ軟膏０．１％ ０．１％１ｇ デキサメタゾン 帝國製薬 10.50 後発品
外 620007750 フォルテガード錠口腔用５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日新製薬（山形） 8.70 後発品
外 662640305 プレドニゾロン軟膏（０．５％）（東興） ０．５％１ｇ プレドニゾロン 東興薬品工業 4.60 ※ 後発品
外 621765602 ポビドンヨード液１０％「日医工」 １０％１０ｍＬ ポビドンヨード 日医工 12.20 後発品
外 661140187 ユニプロン坐剤１００ １００ｍｇ１個 イブプロフェン 昭和薬品化工 55.90
外 661140186 ユニプロン坐剤５０ ５０ｍｇ１個 イブプロフェン 昭和薬品化工 43.90
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