
20131213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 621991301 アイロクール錠１０ １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド 沢井製薬 5.60 後発品
内 610463002 アイロクール錠２０ ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド 沢井製薬 6.80 後発品
内 612140662 アスクール錠１００ １００ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩 東和薬品 9.60 局 劇 後発品
内 612140661 アスクール錠５０ ５０ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩 東和薬品 6.10 局 劇 後発品
内 620004899 アスタージス錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 サルブタモール硫酸塩 日医工 5.40 後発品
内 622125701 アストプチン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩 鶴原製薬 5.60 後発品
内 620006818 アデコック錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 オキサトミド 日本薬品工業 21.70 後発品
内 620008580 アテネコリン－Ｍ錠７．５ｍｇ ７．５ｍｇ１錠 メペンゾラート臭化物 鶴原製薬 5.60 後発品
内 610407032 アテネレン顆粒１％ １％１ｇ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 鶴原製薬 6.20 後発品
内 620006821 アテネレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 ２ｍｇ１錠 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 鶴原製薬 5.00 後発品
内 622066401 アドメッセン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩 辰巳化学 5.60 後発品
内 610412013 アポプリール錠１２．５ １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル 日医工 5.60 後発品
内 621934401 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タイヨー」 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 テバ製薬 15.80 劇 後発品
内 621934501 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タイヨー」 ５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 テバ製薬 28.00 劇 後発品
内 622161601 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「タナベ」 ２．５ｍｇ１包 アムロジピンベシル酸塩 長生堂製薬 16.60 劇 後発品
内 622161701 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「タナベ」 ５ｍｇ１包 アムロジピンベシル酸塩 長生堂製薬 31.20 劇 後発品
内 610433015 アメジニン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩 日医工 11.40 後発品
内 622125301 アルフロシン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 ニプロ 9.10 局 後発品
内 620001954 アルフロシン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 ニプロ 10.00 局 後発品
内 620001955 アルフロシン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 ニプロ 17.10 局 後発品
内 622125401 アルフロシン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 ニプロ 28.90 局 後発品
内 622120901 アレゲイン錠１０ １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 キョーリンリメディオ 24.00 後発品
内 610463019 アレゲイン錠２０ ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 キョーリンリメディオ 37.90 後発品
内 610463028 アロング錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩 テバ製薬 32.80 後発品
内 610463027 アロング錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩 テバ製薬 21.80 後発品
内 610463029 アントブロンＬカプセル４５ ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩 東和薬品 37.90 後発品
内 620004922 アントブロン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 620004923 アントブロンシロップ小児用０．３％ ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩 東和薬品 5.10 後発品
内 620391302 アンブロキソール塩酸塩内用液０．７５％「タナベ」 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩 長生堂製薬 6.20 後発品
内 620883433 イバナシン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン 鶴原製薬 8.30 局 後発品
内 620001962 イブロノール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩 東和薬品 5.40 後発品
内 620001963 イブロノール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 610412022 ウガコールドライシロップ０．５％ ０．５％１ｇ フェノテロール臭化水素酸塩 大原薬品工業 36.20 劇 後発品
内 610433030 ウルサミック錠１００ １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 ニプロ 6.20 局 後発品
内 610433031 ウルサミック錠５０ ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 ニプロ 6.00 局 後発品
内 610422043 ウルデナシン錠１００ １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 テバ製薬 5.80 局 後発品
内 610422044 ウルデナシン錠５０ ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 テバ製薬 5.60 局 後発品
内 610453019 エクセミド散２０％ ２０％１ｇ ゾニサミド 共和薬品工業 39.90 劇 後発品
内 610453020 エクセミド錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ゾニサミド 共和薬品工業 20.90 劇 後発品
内 620002664 エパルレスタット錠５０「ＯＨＡＲＡ」 ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット 大原薬品工業 43.70 後発品
内 620003076 エペリッサー錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩 ニプロ 5.60 後発品
内 620004458 エペル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 612140349 エポス錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 日医工 5.60 劇 後発品
内 612190199 エポス錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 日医工 5.60 劇 後発品
内 610406060 エリカナールカプセル２５０ ２５０ｍｇ１カプセル セファクロル 東和薬品 23.40 局 後発品
内 612320014 Ｌ－グルタミン顆粒「ヒシヤマ」 ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン ニプロ 6.20 後発品
内 610422064 エレナール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ニトレンジピン 三和化学研究所 8.70 局 後発品
内 620002672 塩酸タムスロシンカプセル０．１「ＯＨＡＲＡ」 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 大原薬品工業 28.10 後発品
内 620002674 塩酸タムスロシンカプセル０．２「ＯＨＡＲＡ」 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 大原薬品工業 48.20 後発品
内 620006877 オーネスミン細粒９０％ ９０％１ｇ スクラルファート水和物 鶴原製薬 6.20 後発品
内 620006878 オーレキシンドライシロップ５０％小児用 ５００ｍｇ１ｇ セファレキシン 日医工 22.20 局 後発品
内 621753101 オフロキサシン錠１００ｍｇ「タナベ」 １００ｍｇ１錠 オフロキサシン 長生堂製薬 20.80 後発品
内 621977901 オメプラゾール錠１０ｍｇ「マイラン」 １０ｍｇ１錠 オメプラゾール マイラン製薬 40.00 後発品
内 620006666 オメプラゾール錠２０ｍｇ「マイラン」 ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール マイラン製薬 64.80 後発品
内 610463048 ガスイサン錠１０ １０ｍｇ１錠 ファモチジン ニプロ 9.60 局 後発品
内 610406083 カルシオロールカプセル０．２５ ０．２５μｇ１カプセル カルシトリオール 大正薬品工業 8.40 劇 後発品
内 610454025 カルニアチンＳ錠２５ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ ニプロ 5.60 後発品
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内 610454026 カルニアチン錠５０ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ ニプロ 9.80 後発品
内 622064101 カルビキノンカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノン 日新製薬（山形） 5.60 後発品
内 620006883 カルビキノン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン 日新製薬（山形） 5.60 後発品
内 620008003 カルボシステイン錠５００ｍｇ「タイヨー」 ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン テバ製薬 7.90 後発品
内 610407056 グリノラート錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩 テバ製薬 5.60 局 後発品
内 622141301 グリミラン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 グリクラジド 小林化工 8.20 劇 後発品
内 620006891 グリミラン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 グリクラジド 小林化工 8.20 劇 後発品
内 610454028 クレルモン錠５０ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ テバ製薬 5.60 後発品
内 620008613 ケイサミン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 トラネキサム酸 三恵薬品 6.30 局 後発品
内 620005960 ゲシンＬ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル 小林化工 64.10 後発品
内 620004985 ケントンカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステル 沢井製薬 5.60 後発品
内 620004988 ゴスペール・レバー腸溶錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 肝臓加水分解物 ニプロ 5.60 後発品
内 620000039 コレリット錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 扶桑薬品工業 38.00 局 後発品
内 620000038 コレリット錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 扶桑薬品工業 19.20 局 後発品
内 610454029 サイモチンＳ錠２５ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ 東和薬品 5.60 後発品
内 610454030 サイモチンＳ錠５０ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ 東和薬品 5.60 後発品
内 620002725 サイロフト錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット 東和薬品 43.70 後発品
内 620005969 サジフェンドライシロップ０．１％ ０．１％１ｇ ケトチフェンフマル酸塩 ダイト 18.10 後発品
内 622103601 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「タイヨー」 ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン テバ製薬 31.00 後発品
内 620004495 サルモシン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン ニプロ 9.60 局 後発品
内 620006923 シーシーエルカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル セファクロル 日医工 23.40 局 後発品
内 621946501 シプキサノン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 東和薬品 43.30 後発品
内 621489501 シプキサノン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 東和薬品 50.00 後発品
内 612140670 シプセロン錠２０ ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 東和薬品 6.30 局 劇 後発品
内 612140671 シプセロン錠４０ ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 東和薬品 6.30 局 劇 後発品
内 622096201 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＣＨ」 １００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 長生堂製薬 12.90 後発品
内 612320508 シメチパール錠２００ ２００ｍｇ１錠 シメチジン 沢井製薬 5.60 後発品
内 620003553 シメチラン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 シメチジン ニプロ 5.60 後発品
内 620009317 シメチラン錠４００ｍｇ ４００ｍｇ１錠 シメチジン ニプロ 7.00 後発品
内 610407274 ジャックマール錠１０ １０ｍｇ１錠 ドンペリドン 陽進堂 5.60 後発品
内 622117201 ジャックマール錠５ ５ｍｇ１錠 ドンペリドン 陽進堂 5.60 後発品
内 620005015 シンセラキン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 ニプロ 5.60 後発品
内 620002049 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 １０ｍｇ１錠 シンバスタチン 大原薬品工業 71.30 後発品
内 620002050 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン 大原薬品工業 218.50 後発品
内 620000054 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 ５ｍｇ１錠 シンバスタチン 大原薬品工業 35.70 後発品
内 620266304 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「タナベ」 ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン 長生堂製薬 15.20 局 後発品
内 621746602 スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「タナベ」 １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩 長生堂製薬 36.40 後発品
内 621865102 スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「タナベ」 ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩 長生堂製薬 36.40 後発品
内 620001161 精製水「ＯＲＹ」 １０ｍＬ 精製水 日医工 1.60 局
内 621974401 セーブテンス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 アテノロール ファイザー 13.40 後発品
内 612120330 セーブテンス錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アテノロール ファイザー 26.80 後発品
内 620006953 セエルミート細粒２０％ ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩 鶴原製薬 7.20 後発品
内 620006954 セエルミート錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩 鶴原製薬 5.60 後発品
内 612170570 セオアニン錠１００ １００ｍｇ１錠 トラピジル 日医工 5.60 後発品
内 612170569 セオアニン錠５０ ５０ｍｇ１錠 トラピジル 日医工 5.60 後発品
内 622117101 ゼグミューラー錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 陽進堂 6.30 局 劇 後発品
内 620005019 ゼグミューラー錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 陽進堂 6.30 局 劇 後発品
内 621910101 セフジニルカプセル１００ｍｇ「タナベ」 １００ｍｇ１カプセル セフジニル 長生堂製薬 41.80 局 後発品
内 621910001 セフジニルカプセル５０ｍｇ「タナベ」 ５０ｍｇ１カプセル セフジニル 長生堂製薬 37.20 局 後発品
内 621889402 セフジニル小児用細粒１０％「タナベ」 １００ｍｇ１ｇ セフジニル 長生堂製薬 62.30 局 後発品
内 621744202 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「タナベ」 １００ｍｇ１錠 セフポドキシム　プロキセチル 長生堂製薬 42.50 後発品
内 620004514 セブレチン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩 ニプロ 5.60 後発品
内 620003973 セポキシム錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 セフポドキシム　プロキセチル 東和薬品 48.20 後発品
内 620002053 セレスナット錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 621945701 セレスナット錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩 東和薬品 9.30 後発品
内 620006012 センノサイド錠１２ｍｇ「サワイ」 １２ｍｇ１錠 センノシド 沢井製薬 5.00 後発品
内 610453065 ソアレジン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン テバ製薬 18.50 後発品
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内 620008640 ソクワール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン 日新製薬（山形） 9.60 局 後発品
内 620002055 ソルイルビン錠８０ ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン テバ製薬 11.50 局 劇 後発品
内 620000071 タツプラミン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 辰巳化学 32.80 局 後発品
内 620000070 タツプラミン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 辰巳化学 19.20 局 後発品
内 621979001 タムスロンＯＤ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩 東和薬品 41.80 後発品
内 621979101 タムスロンＯＤ錠０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩 東和薬品 89.70 後発品
内 620001187 単シロップ「ＯＲＹ」 １０ｍＬ 単シロップ 日医工 8.60 局
内 620006973 チアパストンカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物 東和薬品 5.90 後発品
内 622012701 チアパストンカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物 東和薬品 5.80 後発品
内 610422168 チアメロンカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物 鶴原製薬 5.90 後発品
内 622078001 チアメロンカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物 鶴原製薬 5.80 後発品
内 620008645 チアメロン顆粒２％ ２％１ｇ チキジウム臭化物 鶴原製薬 11.80 後発品
内 621228101 チザニジン錠１ｍｇ「タナベ」 １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩 長生堂製薬 5.60 後発品
内 620006978 ツルメリン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物 鶴原製薬 5.60 後発品
内 620003986 ツロブニストＤＳ０．１％ ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩 高田製薬 9.00 後発品
内 613110031 ディーアルファカプセル０．２５ ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドール 沢井製薬 5.60 劇 後発品
内 620005040 テイガスト内服液１０％ １０％１ｍＬ スクラルファート水和物 日医工 2.90 後発品
内 620005042 デトメファン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 ニプロ 5.60 後発品
内 620002755 テラセフロン細粒１００ｍｇ小児用 １００ｍｇ１ｇ セフテラム　ピボキシル 日医工 61.80 局 後発品
内 622110101 ドナシン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 東和薬品 9.20 局 後発品
内 620002071 ドナシン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 東和薬品 16.00 局 後発品
内 620002072 ドナシン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 東和薬品 32.40 局 後発品
内 622110201 ドナシン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 東和薬品 64.50 局 後発品
内 622101201 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タイヨー」 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 テバ製薬 167.00 劇 後発品
内 622101301 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タイヨー」 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 テバ製薬 249.20 劇 後発品
内 622101001 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タイヨー」 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 テバ製薬 167.00 局 劇 後発品
内 622101101 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 テバ製薬 249.20 局 劇 後発品
内 620008031 トラントーワ錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル 東和薬品 25.80 後発品
内 620000077 トラントーワ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 トランドラプリル 東和薬品 32.70 後発品
内 620000075 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル 大原薬品工業 15.20 後発品
内 620000076 トランドラプリル錠１ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 １ｍｇ１錠 トランドラプリル 大原薬品工業 19.10 後発品
内 622095901 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「タナベ」 ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 長生堂製薬 5.60 向 後発品
内 620037204 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「タナベ」 ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 長生堂製薬 6.10 向 後発品
内 610463123 ドルナリン錠２０μｇ ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム テバ製薬 24.80 局 劇 後発品
内 620000078 ドルナリン錠４０μｇ ４０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム テバ製薬 60.60 局 劇 後発品
内 620005051 トロンヘイム錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 トフィソパム 日医工 5.60 後発品
内 621371615 ドンペリドン錠１０ｍｇ「タナベ」 １０ｍｇ１錠 ドンペリドン 長生堂製薬 5.60 後発品
内 620502301 ドンペリドン錠５ｍｇ「タナベ」 ５ｍｇ１錠 ドンペリドン 長生堂製薬 5.60 後発品
内 610463129 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 １５０ｍｇ１カプセル ニザチジン 大原薬品工業 26.80 局 後発品
内 610463128 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 ７５ｍｇ１カプセル ニザチジン 大原薬品工業 16.60 局 後発品
内 620000083 ニザトリックカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル ニザチジン 陽進堂 11.50 局 後発品
内 620000085 ニザトリック錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 ニザチジン 陽進堂 13.40 後発品
内 622117001 ニソミナード錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ニソルジピン 陽進堂 28.10 劇 後発品
内 610463137 ニソミナード錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ニソルジピン 陽進堂 16.50 劇 後発品
内 620007011 ニチカイン顆粒２０％ ２０％１ｇ ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル 日医工 6.20 後発品
内 620007012 ニチカイン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル 日医工 5.60 後発品
内 620003442 ニフェラートカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル ニフェジピン 大正薬品工業 5.60 劇 後発品
内 622029401 ニフェラートカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル ニフェジピン 大正薬品工業 5.60 劇 後発品
内 621992801 乳糖水和物（結晶）「ＯＲＹ」 １０ｇ 乳糖水和物 日医工 18.60 局
内 621992901 乳糖水和物（粉末）「ＯＲＹ」 １０ｇ 乳糖水和物 日医工 18.60 局
内 622142501 ニュートライド錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド 東和薬品 5.60 後発品
内 620008670 ニュートライド錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド 東和薬品 5.60 後発品
内 610463141 ニルジラート錠２ ２ｍｇ１錠 ニルバジピン 沢井製薬 9.60 局 劇 後発品
内 610463142 ニルジラート錠４ ４ｍｇ１錠 ニルバジピン 沢井製薬 16.30 局 劇 後発品
内 611120048 ノイクロニック錠５ ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム テバ製薬 5.40 向 後発品
内 616410020 ハイシジン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 チニダゾール 富士製薬工業 44.70 後発品
内 616410021 ハイシジン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 チニダゾール 富士製薬工業 121.60 後発品
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20131213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 620005062 ハイフスタン散１０％ １０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 日医工 9.10 劇 後発品
内 620004546 バイラブ顆粒１０％ １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル イセイ 6.20 後発品
内 620004547 バイラブ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル イセイ 5.40 後発品
内 620001233 ハッカ水「ＯＲＹ」 １０ｍＬ ハッカ水 日医工 7.80 局
内 620007029 ハピスオル錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩 イセイ 5.00 後発品
内 620007030 ハピスオルシロップ０．０８％ ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩 イセイ 1.40 後発品
内 613130238 パンピオチン散（２０％） ２０％１ｇ パンテチン 大正薬品工業 6.20 後発品
内 620008691 ビオトーワ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ベンフォチアミン 東和薬品 5.60 後発品
内 620491205 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「タナベ」 ０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム水和物 長生堂製薬 9.90 後発品
内 620387001 ビソポロン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩 日医工 5.00 後発品
内 620675901 ビタミロアルファカプセル０．２５μｇ ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドール 日医工ファーマ 6.50 劇 後発品
内 620676301 ビタミロアルファカプセル０．５μｇ ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドール 日医工ファーマ 9.90 劇 後発品
内 620676801 ビタミロアルファカプセル１μｇ １μｇ１カプセル アルファカルシドール 日医工ファーマ 19.30 劇 後発品
内 622037401 ビタミロアルファカプセル３μｇ ３μｇ１カプセル アルファカルシドール 日医工ファーマ 52.80 劇 後発品
内 620008697 ピチオロール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ピンドロール 鶴原製薬 5.60 劇 後発品
内 620007049 ピネロロ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩 日医工 5.60 後発品
内 620004556 ピラミスチン散１％ １％１ｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩 長生堂製薬 19.80 後発品
内 620005847 ピラミスチン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 トリヘキシフェニジル塩酸塩 長生堂製薬 8.60 局
内 620008701 ビリンガル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ピンドロール イセイ 5.60 劇 後発品
内 620007050 ヒルスカミン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム イセイ 5.40 向 後発品
内 620005072 ビンガスト顆粒９０％ ９０％１ｇ スクラルファート水和物 日医工 6.20 後発品
内 622187501 ファンデヒーデ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩 陽進堂 4.50 後発品
内 620353201 ＶＥニコチネートカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステル ニプロ 5.40 後発品
内 620008703 フォリクロン細粒２％ ２％１ｇ メトクロプラミド 鶴原製薬 6.20 劇 後発品
内 610422245 フォリクロン錠５ ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド 鶴原製薬 5.60 局 後発品
内 620006093 ブチキノン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 613110078 プラチビットカプセル０．２５μｇ ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドール 東和薬品 5.60 劇 後発品
内 620006096 フラボサート錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩 ダイト 10.40 後発品
内 621769401 プレミネント配合錠 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド ＭＳＤ 146.40
内 610407410 プロカプチン錠２５ ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩水和物 大正薬品工業 5.60 後発品
内 620004574 プロデック錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アロプリノール テバ製薬 5.60 局 後発品
内 622103101 プロデック錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アロプリノール テバ製薬 5.60 局 後発品
内 610433125 ベザスターＳＲ錠１００ １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート 東和薬品 6.30 局 後発品
内 622096101 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「タナベ」 １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート 長生堂製薬 6.30 局 後発品
内 610463186 ベストルナー錠２０ ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム シオノケミカル 46.20 局 劇 後発品
内 612120257 ベタメノール錠５ ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩 日医工 5.60 後発品
内 620002819 ペリンシール錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン 東和薬品 41.40 後発品
内 620002820 ペリンシール錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン 東和薬品 72.20 後発品
内 610444137 ベルクスロン顆粒４０％ ４０％１ｇ アシクロビル 東和薬品 117.60 後発品
内 610444138 ベルクスロン錠２００ ２００ｍｇ１錠 アシクロビル 東和薬品 63.60 後発品
内 610444139 ベルクスロン錠４００ ４００ｍｇ１錠 アシクロビル 東和薬品 91.00 後発品
内 610453116 ヘルパミン錠１０ １０ｍｇ１錠 デノパミン 日医工 28.70 後発品
内 610453115 ヘルパミン錠５ ５ｍｇ１錠 デノパミン 日医工 17.20 後発品
内 620004588 ペンクルシン錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 センノシド 東和薬品 5.00 後発品
内 622055701 ポスチニン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 620004592 ホモクリシン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩 ニプロ 5.40 後発品
内 620007090 ポラジットシロップ０．０４％ ０．０４％１０ｍＬ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 東和薬品 12.40 後発品
内 620000699 ポロセーブカプセル０．２５μｇ ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドール サンノーバ 6.50 劇 後発品
内 620000700 ポロセーブカプセル０．５μｇ ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドール サンノーバ 9.90 劇 後発品
内 620000701 ポロセーブカプセル１μｇ １μｇ１カプセル アルファカルシドール サンノーバ 19.30 劇 後発品
内 622004001 ポロセーブカプセル３μｇ ３μｇ１カプセル アルファカルシドール サンノーバ 63.70 劇 後発品
内 620002137 マニジロット錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 陽進堂 14.80 局 劇 後発品
内 620002138 マニジロット錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 陽進堂 25.50 局 劇 後発品
内 621941501 マニジロット錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 陽進堂 9.90 局 劇 後発品
内 620002139 マルツエキス分包（和光堂） １ｇ マルツエキス 和光堂 6.40 ※
内 620003105 マルツエキス（和光堂） １ｇ マルツエキス 和光堂 6.40 ※
内 616150112 ミノトーワ錠１００ １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩 東和薬品 30.10 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 610407118 ミノトーワ錠５０ ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩 東和薬品 17.10 局 後発品
内 620004594 ミノペン顆粒２％ ２０ｍｇ１ｇ ミノサイクリン塩酸塩 沢井製薬 12.00 後発品
内 616150099 ミノペン錠１００ １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩 沢井製薬 30.10 局 後発品
内 616150098 ミノペン錠５０ ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩 沢井製薬 17.10 局 後発品
内 620004595 ムコトロン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン テバ製薬 5.60 後発品
内 612220537 ムコトロンシロップ５％ ５％１ｍＬ カルボシステイン テバ製薬 2.60 後発品
内 610453122 メイントーワ錠２．５ ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 東和薬品 28.50 局 後発品
内 610453123 メイントーワ錠５ ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 東和薬品 54.10 局 後発品
内 610453124 メインハーツ錠２．５ ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 日医工 18.30 局 後発品
内 610453125 メインハーツ錠５ ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 日医工 24.80 局 後発品
内 620933701 メキタゼノン錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 メキタジン 日医工 5.60 後発品
内 610407450 メキタック錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩 テバ製薬 5.60 後発品
内 620007117 メコバマイド錠５００μｇ ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン ニプロ 5.60 後発品
内 621804202 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「タナベ」 １５ｍｇ１カプセル メナテトレノン 長生堂製薬 20.90 後発品
内 622142301 メニタジン錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩 東和薬品 6.30 局 後発品
内 620004600 メニタジン錠６ｍｇ ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩 東和薬品 6.00 局 後発品
内 610407459 モスパン錠１００ １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩 ダイト 22.30 後発品
内 620002155 モミアロン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ファモチジン 鶴原製薬 9.60 局 後発品
内 620008757 モンタルジー錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン 陽進堂 9.50 局 後発品
内 610422292 ヤトリップカプセル３００ ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチル 陽進堂 14.70 後発品
内 620008758 ユーパン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム 沢井製薬 5.00 向 後発品
内 620008759 ユーパン錠１．０ｍｇ １ｍｇ１錠 ロラゼパム 沢井製薬 5.60 向 後発品
内 620352201 ヨウアジール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩 陽進堂 5.40 後発品
内 622117501 ヨウアジール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩 陽進堂 5.60 後発品
内 620006155 ヨウチアゼム錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩 陽進堂 5.60 後発品
内 621941401 ヨウチアゼム錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩 陽進堂 9.30 後発品
内 620266125 ラクデーン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン 鶴原製薬 5.60 局 後発品
内 610453136 ラデン錠１５０ １５０ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩 沢井製薬 8.70 後発品
内 610453135 ラデン錠７５ ７５ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩 沢井製薬 6.40 後発品
内 610453138 ラニザック錠１５０ １５０ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩 東和薬品 8.70 後発品
内 610453137 ラニザック錠７５ ７５ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩 東和薬品 6.40 後発品
内 620004086 ラミテクト錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩 沢井製薬 110.40 後発品
内 620000171 リダックＭ錠１０ １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム サンノーバ 47.90 局 後発品
内 620002879 リダックＭ錠５ ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム サンノーバ 26.90 局 後発品
内 620002166 リポラＭ錠５ ５ｍｇ１錠 シンバスタチン サンノーバ 46.00 後発品
内 620008516 レニメック錠１０ １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 沢井製薬 21.80 局 後発品
内 610444163 レニメック錠２．５ ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 沢井製薬 10.50 局 後発品
内 610444164 レニメック錠５ ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 沢井製薬 14.40 局 後発品
内 611170462 レモナミン錠０．７５ｍｇ ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール 共和薬品工業 5.90 局 劇 後発品
内 610453154 レモナミン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ハロペリドール 共和薬品工業 5.90 局 劇 後発品
内 611170463 レモナミン錠１．５ｍｇ １．５ｍｇ１錠 ハロペリドール 共和薬品工業 6.00 局 劇 後発品
内 610453155 レモナミン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ハロペリドール 共和薬品工業 6.10 局 劇 後発品
内 611170464 レモナミン錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 ハロペリドール 共和薬品工業 6.30 局 劇 後発品
内 621693301 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「タナベ」 １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン 長生堂製薬 26.90 後発品
注 620006189 アスリカンディスポ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸ナトリウム シオノケミカル 448.00 後発品
注 621695501 イオヘキソール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 ６４．７１％１００ｍＬ１袋 イオヘキソール 光製薬 5,913.00 後発品
注 640453019 イオベリン注３００ ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 5,465.00 後発品
注 640463008 イオベリン注３００ ６４．７１％５０ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 3,483.00 後発品
注 620000193 イオベリン注３００ ６４．７１％１０ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 796.00 後発品
注 620000194 イオベリン注３００ ６４．７１％２０ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 1,289.00 後発品
注 640453020 イオベリン注３５０ ７５．４９％１００ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 6,861.00 後発品
注 620000195 イオベリン注３５０ ７５．４９％２０ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 1,795.00 後発品
注 620000196 イオベリン注３５０ ７５．４９％５０ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 4,178.00 後発品
注 620004642 イセシン注射液２００ｍｇ ２００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩 沢井製薬 437.00 局 後発品
注 620004643 イセシン注射液４００ｍｇ ４００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩 沢井製薬 887.00 局 後発品
注 621825101 カプロシン注１０万単位／１００ｍＬ １００，０００単位１００ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム 沢井製薬 1,933.00 後発品
注 621824801 カプロシン注２万単位／２０ｍＬ ２０，０００単位２０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム 沢井製薬 607.00 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
注 621824901 カプロシン注５万単位／５０ｍＬ ５０，０００単位５０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム 沢井製薬 1,325.00 後発品
注 620812201 カプロシン皮下注２万単位／０．８ｍＬ ２０，０００単位１瓶 ヘパリンカルシウム 沢井製薬 733.00 後発品
注 620005661 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＢＸ」 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン塩酸塩 シオノケミカル 1,563.00 劇 後発品
注 620005672 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＢＸ」 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン塩酸塩 シオノケミカル 2,400.00 劇 後発品
注 620005172 シメチパール注射液２００ｍｇ １０％２ｍＬ１管 シメチジン 沢井製薬 56.00 後発品
注 620002585 スポラミン注２０ｍｇ ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物 ニプロ 56.00 劇 後発品
注 620008210 セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ「タイヨー」 ５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム水和物 テバ製薬 382.00 後発品
注 620004699 タイペラシリン注射用１ｇ １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム テバ製薬 194.00 局 後発品
注 620004700 タイペラシリン注射用２ｇ ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム テバ製薬 297.00 局 後発品
注 640453124 注射用パスロン１０ １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 ニプロ 252.00 劇 後発品
注 640453125 注射用パスロン５０ ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 ニプロ 691.00 劇 後発品
注 620000254 注用ワイスタール１ｇバッグＳ （１ｇ）１キット（生理食塩液１００ｍＬ付） スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム ニプロ 721.00 後発品
注 620007387 ドプタミン点滴静注液１００ｍｇ １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩 富士製薬工業 301.00 劇 後発品
注 620001932 ２０％キシリトール注シリンジ「ＮＰ」 ２０％２０ｍＬ１筒 キシリトール ニプロ 197.00 後発品
注 620002595 ハイトコバミンＭ注５００μｇ ０．５ｍｇ１管 メコバラミン ニプロ 56.00 後発品
注 620007433 ハリソン関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１管 ヒアルロン酸ナトリウム 沢井製薬 344.00 後発品
注 640463098 ハルトマン液－「ＨＤ」 ５００ｍＬ１袋 乳酸リンゲル ニプロ 155.00 後発品
注 640463099 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 ５００ｍＬ１袋 乳酸リンゲル ニプロ 155.00 後発品
注 640463100 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 １Ｌ１袋 乳酸リンゲル ニプロ 273.00 後発品
注 622111301 ハンダラミン注３００ｍｇ ３００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル 東和薬品 188.00 局 後発品
注 620004735 ハンダラミン注６００ｍｇ ６００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル 東和薬品 270.00 局 後発品
注 640412058 ヒシダリン注０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩水和物 ニプロ 502.00 後発品
注 643230305 ブドウ糖注「ヒシヤマ」２０％ ２０％２０ｍＬ１管 ブドウ糖 ニプロ 64.00 局
注 620004752 プランジン注用１ｇ １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム 東和薬品 185.00 局 後発品
注 620004753 プランジン注用２ｇ ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム 東和薬品 321.00 局 後発品
注 620000306 フルタンゾール注０．１％ ０．１％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール ニプロ 1,475.00 後発品
注 620000307 フルタンゾール注０．２％ ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール ニプロ 1,475.00 後発品
注 620000308 フルタンゾール注０．２％ ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール ニプロ 4,308.00 後発品
注 620003809 ペラプリン注１０ｍｇ ０．５％２ｍＬ１管 メトクロプラミド テバ製薬 56.00 後発品
注 640462030 ベルクスロン注射液２５０ ２５０ｍｇ１管 アシクロビル 東和薬品 872.00 局 後発品
注 621384401 ベルクスロン点滴静注用２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル 東和薬品 872.00 後発品
注 620004771 ミノペン点滴静注用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 ミノサイクリン塩酸塩 沢井製薬 188.00 局 後発品
注 622027601 モイオパミン３００注２０ｍＬ ６１．２４％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール 光製薬 1,761.00 後発品
注 620007521 モイオパミン注３００シリンジ ６１．２４％５０ｍＬ１筒 イオパミドール 光製薬 3,375.00 後発品
注 620007522 モイオパミン注３００シリンジ ６１．２４％１００ｍＬ１筒 イオパミドール 光製薬 4,548.00 後発品
注 622027401 モイオパミン注３００シリンジ ６１．２４％８０ｍＬ１筒 イオパミドール 光製薬 4,326.00 後発品
注 620006345 リンコメイス注３００ｍｇ ３００ｍｇ１ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩水和物 ニプロ 99.00 局 後発品
注 620006346 リンコメイス注６００ｍｇ ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩水和物 ニプロ 99.00 局 後発品
注 620000346 ロゼクラート静注用１ｇ １ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム水和物 テバ製薬 444.00 後発品
注 622080001 ワイスタール静注用０．５ｇ （５００ｍｇ）１瓶 スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム ニプロ 362.00 後発品
注 620007551 ワイスタール静注用１ｇ （１ｇ）１瓶 スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム ニプロ 422.00 後発品
外 620007552 アイコザールクリーム１％ １％１ｇ ビホナゾール 富士製薬工業 10.80 後発品
外 660407064 アセチロール軟膏１０ １０％１ｇ 尿素 ポーラファルマ 5.70 後発品
外 660407065 アセチロール軟膏２０ ２０％１ｇ 尿素 ポーラファルマ 5.70 後発品
外 622060801 アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「タナベ」 １００ｍｇ１個 アセトアミノフェン 長生堂製薬 19.30
外 622060901 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「タナベ」 ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン 長生堂製薬 19.30 後発品
外 622054401 アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「タナベ」 ５０ｍｇ１個 アセトアミノフェン 長生堂製薬 19.30
外 620008960 アテネレン含嗽用顆粒０．４％ ０．４％１ｇ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 鶴原製薬 5.90 後発品
外 662610320 オールカットＥＷ液（０．５％） ０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロ 6.30 後発品
外 621396803 オフロキサシン点眼液０．３％「タナベ」 ０．３％１ｍＬ オフロキサシン 長生堂製薬 43.00 後発品
外 660453011 オフロキサット点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ オフロキサシン 日医工 53.10 後発品
外 620001728 オリブ油「ＯＲＹ」 １０ｍＬ オリブ油 日医工 21.30 局
外 622187201 クラドイド外用スプレー０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 陽進堂 20.20 後発品
外 620007626 クラドイド軟膏０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 陽進堂 8.80 後発品
外 620007627 クラドイドローション０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 陽進堂 8.80 後発品
外 620006413 クロストリンクリーム１％ １％１ｇ クロトリマゾール 岩城製薬 6.90 後発品
外 620008989 ケトテン点眼液０．０５％ ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩 沢井製薬 296.90 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 620008990 ケトテン点鼻液０．０５％ ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩 沢井製薬 384.50 後発品
外 620114701 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「タナベ」 ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン 長生堂製薬 19.30 劇 後発品
外 620115301 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「タナベ」 ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン 長生堂製薬 22.00 劇 後発品
外 620007653 スプロールトローチ２ｍｇ ２ｍｇ１錠 セチルピリジニウム塩化物水和物 岩城製薬 5.60 後発品
外 660453022 タリキサシン点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ オフロキサシン 日新製薬（山形） 43.00 後発品
外 620004241 ツロブニストテープ０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロール 高田製薬 28.20 後発品
外 620004242 ツロブニストテープ１ｍｇ １ｍｇ１枚 ツロブテロール 高田製薬 36.90 後発品
外 620004243 ツロブニストテープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚 ツロブテロール 高田製薬 54.60 後発品
外 620005760 ナジロキサンクリーム１％ １％１ｇ ナジフロキサシン 東和薬品 31.80 後発品
外 620003048 ナジロキサンローション１％ １％１ｍＬ ナジフロキサシン 東和薬品 31.80 後発品
外 620007717 ハイシジン腟錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１個 チニダゾール 富士製薬工業 51.20 後発品
外 620001704 白色ワセリン「ＯＲＹ」 １０ｇ 白色ワセリン 日医工 13.50 局
外 620009039 ヒシパンチ消毒液１０％ １０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 ニプロ 7.30 後発品
外 620009043 ヒシヨード消毒液１０％ １０％１０ｍＬ ポビドンヨード ニプロ 14.60 後発品
外 620007755 フマルフェン点眼液０．０５％ ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩 日医工 242.30 後発品
外 660433068 ベギン軟膏１０ １０％１ｇ 尿素 藤永製薬 5.70 後発品
外 660433069 ベギン軟膏２０ ２０％１ｇ 尿素 藤永製薬 5.70 後発品
外 620006519 ヘパダームゲル０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 共和薬品工業 6.60 後発品
外 620006520 ヘパダーム軟膏０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 共和薬品工業 8.80 後発品
外 660453046 ベルクスロン軟膏５％ ５％１ｇ アシクロビル 東和薬品 161.50 後発品
外 620003052 メリーダム液１％ １％１ｍＬ ブテナフィン塩酸塩 東和薬品 30.80 局 後発品
外 620003053 メリーダムクリーム１％ １％１ｇ ブテナフィン塩酸塩 東和薬品 30.80 局 後発品
外 620005778 ラミテクト外用液１％ １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 沢井製薬 19.30 局 後発品
外 620003056 ラミテクトクリーム１％ １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 沢井製薬 19.30 局 後発品
外 621373418 レンチェンスクリーム１％ １％１ｇ ビホナゾール 陽進堂 12.40 後発品
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