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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 621445001 アシクロビル顆粒４０％「タカタ」 ４０％１ｇ アシクロビル 高田製薬 135.30 後発品
内 621633701 アシクロビルシロップ８％「タカタ」 ８％１ｍＬ アシクロビル 高田製薬 35.60 局 後発品
内 622353101 アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＴＣＫ」 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン水和物 辰巳化学 194.10 後発品
内 622352901 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 辰巳化学 146.30 後発品
内 622353001 アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍｇ「Ｔ

ＣＫ」
１００ｍｇ１カプセル アジスロマイシン水和物 辰巳化学 133.50 後発品

内 620067312 アセトアミノフェン「ＪＧ」原末 １ｇ アセトアミノフェン 長生堂製薬 8.00 局 劇
内 622360101 アトルバスタチン錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム

水和物
日医工 69.80 局 後発品

内 622360701 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「イセイ」 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 イセイ 17.40 局 劇 後発品
内 622360801 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「イセイ」 ５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 イセイ 32.20 局 劇 後発品
内 622360901 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「イセイ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 イセイ 49.20 局 劇 後発品
内 620433401 アルジオキサ顆粒１０％「トーワ」 １０％１ｇ アルジオキサ 東和薬品 5.60 局 後発品
内 620434601 アルジオキサ錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 アルジオキサ 東和薬品 5.60 局 後発品
内 620049901 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム メディサ新薬 5.60 向 後発品
内 622011002 アルプラゾラム錠０．８ｍｇ「サワイ」 ０．８ｍｇ１錠 アルプラゾラム メディサ新薬 8.20 向 後発品
内 621896801 アレンドロン酸錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水

和物
テバ製薬 58.70 局 劇 後発品

内 621977502 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

マイラン製薬 45.90 局 劇 後発品

内 622101602 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「テバ」 ３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

テバ製薬 362.40 局 劇 後発品

内 622113503 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 ３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

マイラン製薬 314.70 局 劇 後発品

内 622340901 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

４５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 全星薬品工業 38.60 後発品

内 622356201 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サ
ワイ」

４５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 沢井製薬 31.50 後発品

内 622358201 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニ
プロ」

４５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 ニプロ 31.50 後発品

内 621472201 アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ
「ＺＥ」

４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩 全星薬品工業 38.60 後発品

内 621472501 アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ
「日医工」

４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩 日医工 38.60 後発品

内 620390501 アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％
「ＴＣＫ」

０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩 辰巳化学 5.10 後発品

内 620816805 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチル 長生堂製薬 17.20 後発品

内 620817504 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「Ｈ
ｐ」

３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチル 原沢製薬工業 17.20 後発品

内 620816201 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「フ
ソー」

３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチル 扶桑薬品工業 25.50 後発品

内 621978602 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド 東和薬品 5.60 局 後発品
内 621471401 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド 東和薬品 7.60 局 後発品
内 622348701 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩 第一三共エスファ 1,540.30 劇 後発品
内 622306801 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＳＫＫ」 １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩 エール薬品 1,540.30 劇 後発品
内 622357601 イマチニブ錠１００ｍｇ「ニプロ」 １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩 ニプロ 1,540.30 劇 後発品
内 622340201 イマチニブ錠１００ｍｇ「明治」 １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ

ファルマ
1,540.30 劇 後発品

内 622357701 イマチニブ錠２００ｍｇ「ニプロ」 ２００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩 ニプロ 2,953.20 劇 後発品
内 622340301 イマチニブ錠２００ｍｇ「明治」 ２００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ

ファルマ
2,953.20 劇 後発品

内 620149402 エチゾラム錠０．５ｍｇ「日新」 ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム 日新製薬（山形） 6.30 局 後発品
内 622064702 エチゾラム錠１ｍｇ「日新」 １ｍｇ１錠 エチゾラム 日新製薬（山形） 6.40 局 後発品
内 622011102 エトドラク錠１００ｍｇ「ＳＷ」 １００ｍｇ１錠 エトドラク 沢井製薬 8.80 劇 後発品
内 621466202 エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 ２００ｍｇ１錠 エトドラク 沢井製薬 12.60 劇 後発品
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内 622025404 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ケミ

ファ」
２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 日本薬品工業 14.40 局 後発品

内 621245402 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 日本薬品工業 22.90 局 後発品
内 621682301 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ケミファ」 ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット メディサ新薬 64.60 局 後発品
内 622338301 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 東和薬品 24.00 後発品
内 622338401 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 東和薬品 30.50 後発品
内 620543301 カリジノゲナーゼ錠２５単位「サワイ」 ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ 東菱薬品工業 5.60 後発品
内 620542901 カリジノゲナーゼ錠２５単位「ショーワ」 ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ 昭和薬品化工 5.60 後発品
内 622355501 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 １．２５ｍｇ１錠 カルベジロール 沢井製薬 9.90 局 後発品
内 622355601 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 ２．５ｍｇ１錠 カルベジロール 沢井製薬 9.90 局 後発品
内 622357801 カンデサルタン錠２ｍｇ「あすか」 ２ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル あすか製薬 21.60 局 後発品
内 622357901 カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 ４ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル あすか製薬 41.90 局 後発品
内 622358001 カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」 ８ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル あすか製薬 81.40 局 後発品
内 622358101 カンデサルタン錠１２ｍｇ「あすか」 １２ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル あすか製薬 103.20 局 後発品
内 622335401 クエチアピン細粒５０％「ヨシトミ」 ５０％１ｇ クエチアピンフマル酸塩 田辺三菱製薬 328.10 局 劇 後発品
内 622210803 クエチアピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」 ２５ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩 田辺三菱製薬 18.80 局 劇 後発品
内 622210903 クエチアピン錠１００ｍｇ「ヨシトミ」 １００ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩 田辺三菱製薬 64.90 局 劇 後発品
内 622211003 クエチアピン錠２００ｍｇ「ヨシトミ」 ２００ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩 田辺三菱製薬 118.70 局 劇 後発品
内 620730201 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄ナトリウム 沢井製薬 5.60 後発品
内 621307601 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツルハ

ラ」
１ｇ クエン酸第一鉄ナトリウム 鶴原製薬 7.10 後発品

内 621307701 クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄ナトリウム 鶴原製薬 5.60 後発品

内 622018802 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「ＪＧ」 １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド 長生堂製薬 5.60 劇 後発品
内 620871601 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「三和」 １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド 三和化学研究所 5.60 劇 後発品
内 620872016 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド 長生堂製薬 5.60 劇 後発品
内 620872003 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「三和」 ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド 三和化学研究所 5.60 劇 後発品
内 622338601 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 グリメピリド 東和薬品 10.50 劇 後発品
内 622338701 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 ３ｍｇ１錠 グリメピリド 東和薬品 25.30 劇 後発品
内 622338501 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド 東和薬品 9.60 劇 後発品
内 620170901 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠１２５

ｍｇ「サワイ」
１２５ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン

酸エステル
沢井製薬 6.20 局 後発品

内 620171105 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０
ｍｇ「サワイ」

２５０ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

沢井製薬 6.20 局 後発品

内 621442802 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン シオノケミカル 27.40 後発品

内 622039002 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン シオノケミカル 17.00 後発品

内 622361001 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ケンエー」 ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 健栄製薬 5.60 後発品
内 622361101 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」 ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 健栄製薬 5.60 後発品
内 622361201 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ケンエー」 ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 健栄製薬 5.60 後発品
内 621685602 シクロスポリン細粒１７％「ファイザー」 １７％１ｇ シクロスポリン マイラン製薬 902.60 劇 後発品
内 621637802 シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ファイザー」 １０ｍｇ１カプセル シクロスポリン マイラン製薬 84.40 劇 後発品
内 621483603 シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ファイザー」 ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリン マイラン製薬 150.70 劇 後発品
内 621483703 シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリン マイラン製薬 266.10 劇 後発品
内 620079345 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム ニプロ 5.60 劇 後発品
内 620079311 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム 辰巳化学 5.60 劇 後発品
内 620079305 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム 沢井製薬 5.60 劇 後発品
内 620304703 ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩錠１ｍｇ「イセ

イ」
１ｍｇ１錠 ジヒドロエルゴタミンメシル

酸塩
イセイ 5.60 劇 後発品

内 621964702 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＳＷ」 １００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 沢井製薬 23.90 後発品
内 621489102 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「ＳＷ」 ２００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 沢井製薬 37.20 後発品
内 620429601 シメチジン細粒４０％「トーワ」 ４０％１ｇ シメチジン 東和薬品 7.50 後発品
内 621978502 シラザプリル錠０．２５ｍｇ「トーワ」 ０．２５ｍｇ１錠 シラザプリル水和物 東和薬品 18.50 局 後発品
内 621683601 シラザプリル錠０．５ｍｇ「トーワ」 ０．５ｍｇ１錠 シラザプリル水和物 東和薬品 21.70 局 後発品
内 621635101 シラザプリル錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 シラザプリル水和物 東和薬品 27.30 局 後発品
内 622361301 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ＫＯ」 ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール 寿製薬 57.40 後発品
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内 622334101 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ケミファ」 ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール 日本薬品工業 57.40 後発品
内 622361401 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ＫＯ」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール 寿製薬 102.70 後発品
内 622334201 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ケミファ」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール 日本薬品工業 102.70 後発品
内 622344101 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「マイラン」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール マイラン製薬 53.50 後発品
内 621798102 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩 マイラン製薬 31.90 局 後発品
内 621799802 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩 マイラン製薬 46.20 局 後発品
内 621086806 セファクロル細粒小児用１０％「ＪＧ」 １００ｍｇ１ｇ セファクロル 長生堂製薬 16.20 局 後発品
内 621087001 セファクロル細粒小児用１０％「サワイ」 １００ｍｇ１ｇ セファクロル 沢井製薬 16.20 局 後発品
内 621088705 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＪＧ」 ２５０ｍｇ１カプセル セファクロル 長生堂製薬 22.60 局 後発品
内 621089103 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＳＮ」 ２５０ｍｇ１カプセル セファクロル シオノケミカル 28.20 局 後発品
内 621088901 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「サワイ」 ２５０ｍｇ１カプセル セファクロル 沢井製薬 22.60 局 後発品
内 621747601 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「サワ

イ」
１００ｍｇ１錠 セフポドキシム　プロキセチ

ル
沢井製薬 43.30 局 後発品

内 621747701 セフポドキシムプロキセチルＤＳ小児用５％「サ
ワイ」

５０ｍｇ１ｇ セフポドキシム　プロキセチ
ル

沢井製薬 44.60 後発品

内 620481503 センノシド錠１２ｍｇ「ツルハラ」 １２ｍｇ１錠 センノシド 鶴原製薬 5.00 後発品
内 621410101 ソファルコン細粒１０％「トーワ」 １０％１ｇ ソファルコン 東和薬品 9.00 後発品
内 621910202 ソファルコン細粒２０％「ＪＧ」 ２０％１ｇ ソファルコン 長生堂製薬 14.20 後発品
内 621907301 ソファルコン細粒２０％「トーワ」 ２０％１ｇ ソファルコン 東和薬品 14.20 後発品
内 620194001 チザニジン錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩 沢井製薬 5.90 後発品
内 622359901 デカドロン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 デキサメタゾン 日医工 37.80
内 622054202 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 長生堂製薬 9.90 局 後発品
内 621632804 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＪＧ」 １ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 長生堂製薬 13.00 局 後発品
内 621632904 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＪＧ」 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 長生堂製薬 22.60 局 後発品
内 622060702 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＪＧ」 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 長生堂製薬 49.70 局 後発品
内 622360201 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２０

０ｍｇ「日医工」
２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エ

ステル
日医工 5.60 後発品

内 621361402 トフィソパム細粒１０％「ツルハラ」 １０％１ｇ トフィソパム 鶴原製薬 9.00 後発品
内 620156901 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１錠 トラゾドン塩酸塩 共和薬品工業 8.10 劇 後発品
内 620157201 トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 ５０ｍｇ１錠 トラゾドン塩酸塩 共和薬品工業 14.10 劇 後発品
内 621866501 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「サワイ」 ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル 沢井製薬 24.80 後発品
内 621530201 トランドラプリル錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠 トランドラプリル 沢井製薬 30.70 後発品
内 622108202 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＫＮ」 ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 小林化工 5.60 向 後発品
内 620037501 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＫＮ」 ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 小林化工 5.80 向 後発品
内 620263401 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ツルハラ」 ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド 鶴原製薬 6.00 局 後発品
内 621269105 トリメトキノール塩酸塩シロップ小児用０．１％

「ＴＣＫ」
０．１％１ｍＬ トリメトキノール塩酸塩水和

物
辰巳化学 3.90 後発品

内 621980202 ドンペリドン錠５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇ１錠 ドンペリドン 共和薬品工業 5.60 後発品
内 622010402 ドンペリドン錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 ドンペリドン 沢井製薬 5.60 後発品
内 622039702 ドンペリドン錠５ｍｇ「ツルハラ」 ５ｍｇ１錠 ドンペリドン 鶴原製薬 5.80 後発品
内 621371629 ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 ドンペリドン 沢井製薬 5.80 後発品
内 621371705 ドンペリドンＤＳ小児用１％「サワイ」 １％１ｇ ドンペリドン 沢井製薬 12.00 後発品
内 621476301 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「サワイ」 １５０ｍｇ１カプセル ニザチジン 沢井製薬 25.30 局 後発品
内 621477201 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「サワイ」 ７５ｍｇ１カプセル ニザチジン 沢井製薬 16.50 局 後発品
内 620319101 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「三和」 １０ｍｇ１錠 ニフェジピン 三和化学研究所 5.60 劇 後発品
内 620320601 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「三和」 ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン 三和化学研究所 10.70 劇 後発品
内 622350801 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＡＡ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 15.70 局 後発品
内 622361701 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＤＫ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 大興製薬 15.70 局 後発品
内 622348801 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 第一三共エスファ 15.70 局 後発品
内 622349801 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン エルメッド　エーザイ 15.70 局 後発品
内 622346401 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 富士フイルムファーマ 15.70 局 後発品
内 622348001 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本ジェネリック 15.70 局 後発品
内 622337401 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 小林化工 15.70 局 後発品
内 622333601 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＫＯＧ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 興和 15.70 局 後発品
内 622361601 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＳＮ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン シオノケミカル 15.70 局 後発品
内 622353201 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 辰巳化学 15.70 局 後発品
内 622308601 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 陽進堂 15.70 局 後発品
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内 622341001 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＺＥ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 全星薬品工業 15.70 局 後発品
内 622352501 バルサルタン錠２０ｍｇ「アメル」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 共和薬品工業 15.70 局 後発品
内 622361501 バルサルタン錠２０ｍｇ「イセイ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン イセイ 15.70 局 後発品
内 622307501 バルサルタン錠２０ｍｇ「オーハラ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 大原薬品工業 15.70 局 後発品
内 622358701 バルサルタン錠２０ｍｇ「科研」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン ダイト 15.70 局 後発品
内 622345701 バルサルタン錠２０ｍｇ「杏林」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン キョーリンリメディオ 15.70 局 後発品
内 622353401 バルサルタン錠２０ｍｇ「ケミファ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本ケミファ 15.70 局 後発品
内 622351501 バルサルタン錠２０ｍｇ「サノフィ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本薬品工業 15.70 局 後発品
内 622355701 バルサルタン錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 沢井製薬 15.70 局 後発品
内 622351901 バルサルタン錠２０ｍｇ「サンド」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン サンド 15.70 局 後発品
内 622334301 バルサルタン錠２０ｍｇ「タカタ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 高田製薬 15.70 局 後発品
内 622334901 バルサルタン錠２０ｍｇ「タナベ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 田辺三菱製薬 15.70 局 後発品
内 622353901 バルサルタン錠２０ｍｇ「ツルハラ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 鶴原製薬 15.70 局 後発品
内 622336901 バルサルタン錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 東和薬品 15.70 局 後発品
内 622359401 バルサルタン錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 日医工 15.70 局 後発品
内 622343101 バルサルタン錠２０ｍｇ「日新」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 日新製薬（山形） 15.70 局 後発品
内 622357101 バルサルタン錠２０ｍｇ「ニプロ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン ニプロ 15.70 局 後発品
内 622343601 バルサルタン錠２０ｍｇ「ファイザー」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン ファイザー 15.70 局 後発品
内 622340401 バルサルタン錠２０ｍｇ「明治」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ

ファルマ
15.70 局 後発品

内 622347501 バルサルタン錠２０ｍｇ「モチダ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 持田製薬 15.70 局 後発品
内 622350901 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＡＡ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 29.30 局 後発品
内 622362001 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＤＫ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 大興製薬 29.30 局 後発品
内 622348901 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 第一三共エスファ 29.30 局 後発品
内 622349901 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＥＥ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン エルメッド　エーザイ 29.30 局 後発品
内 622346501 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＦＦＰ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 富士フイルムファーマ 29.30 局 後発品
内 622348101 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本ジェネリック 29.30 局 後発品
内 622337501 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＫＮ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 小林化工 29.30 局 後発品
内 622333701 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＫＯＧ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 興和 29.30 局 後発品
内 622361901 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＳＮ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン シオノケミカル 29.30 局 後発品
内 622353301 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 辰巳化学 29.30 局 後発品
内 622308701 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 陽進堂 29.30 局 後発品
内 622341101 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＺＥ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 全星薬品工業 29.30 局 後発品
内 622352601 バルサルタン錠４０ｍｇ「アメル」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 共和薬品工業 29.30 局 後発品
内 622361801 バルサルタン錠４０ｍｇ「イセイ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン イセイ 29.30 局 後発品
内 622307601 バルサルタン錠４０ｍｇ「オーハラ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 大原薬品工業 29.30 局 後発品
内 622358801 バルサルタン錠４０ｍｇ「科研」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン ダイト 29.30 局 後発品
内 622345801 バルサルタン錠４０ｍｇ「杏林」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン キョーリンリメディオ 29.30 局 後発品
内 622353501 バルサルタン錠４０ｍｇ「ケミファ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本ケミファ 29.30 局 後発品
内 622351601 バルサルタン錠４０ｍｇ「サノフィ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本薬品工業 29.30 局 後発品
内 622355801 バルサルタン錠４０ｍｇ「サワイ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 沢井製薬 29.30 局 後発品
内 622355001 バルサルタン錠４０ｍｇ「サンド」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン サンド 29.30 局 後発品
内 622334401 バルサルタン錠４０ｍｇ「タカタ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 高田製薬 29.30 局 後発品
内 622335001 バルサルタン錠４０ｍｇ「タナベ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 田辺三菱製薬 29.30 局 後発品
内 622354001 バルサルタン錠４０ｍｇ「ツルハラ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 鶴原製薬 29.30 局 後発品
内 622337001 バルサルタン錠４０ｍｇ「トーワ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 東和薬品 29.30 局 後発品
内 622359501 バルサルタン錠４０ｍｇ「日医工」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 日医工 29.30 局 後発品
内 622343201 バルサルタン錠４０ｍｇ「日新」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 日新製薬（山形） 29.30 局 後発品
内 622357201 バルサルタン錠４０ｍｇ「ニプロ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン ニプロ 29.30 局 後発品
内 622343701 バルサルタン錠４０ｍｇ「ファイザー」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン ファイザー 29.30 局 後発品
内 622340501 バルサルタン錠４０ｍｇ「明治」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ

ファルマ
29.30 局 後発品

内 622347601 バルサルタン錠４０ｍｇ「モチダ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 持田製薬 29.30 局 後発品
内 622351001 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＡＡ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 54.60 局 後発品
内 622362301 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＤＫ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 大興製薬 54.60 局 後発品
内 622349001 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 第一三共エスファ 54.60 局 後発品
内 622350001 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＥＥ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン エルメッド　エーザイ 54.60 局 後発品
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内 622346601 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＦＦＰ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 富士フイルムファーマ 54.60 局 後発品
内 622348201 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＪＧ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本ジェネリック 54.60 局 後発品
内 622337601 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＫＮ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 小林化工 54.60 局 後発品
内 622333801 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＫＯＧ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 興和 54.60 局 後発品
内 622362201 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＳＮ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン シオノケミカル 54.60 局 後発品
内 622356701 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 辰巳化学 54.60 局 後発品
内 622308801 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 陽進堂 54.60 局 後発品
内 622341201 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＺＥ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 全星薬品工業 54.60 局 後発品
内 622352701 バルサルタン錠８０ｍｇ「アメル」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 共和薬品工業 54.60 局 後発品
内 622362101 バルサルタン錠８０ｍｇ「イセイ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン イセイ 54.60 局 後発品
内 622307701 バルサルタン錠８０ｍｇ「オーハラ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 大原薬品工業 54.60 局 後発品
内 622358901 バルサルタン錠８０ｍｇ「科研」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン ダイト 54.60 局 後発品
内 622345901 バルサルタン錠８０ｍｇ「杏林」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン キョーリンリメディオ 54.60 局 後発品
内 622353601 バルサルタン錠８０ｍｇ「ケミファ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本ケミファ 54.60 局 後発品
内 622351701 バルサルタン錠８０ｍｇ「サノフィ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本薬品工業 54.60 局 後発品
内 622355901 バルサルタン錠８０ｍｇ「サワイ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 沢井製薬 54.60 局 後発品
内 622355101 バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン サンド 54.60 局 後発品
内 622334501 バルサルタン錠８０ｍｇ「タカタ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 高田製薬 54.60 局 後発品
内 622335101 バルサルタン錠８０ｍｇ「タナベ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 田辺三菱製薬 54.60 局 後発品
内 622354101 バルサルタン錠８０ｍｇ「ツルハラ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 鶴原製薬 54.60 局 後発品
内 622337101 バルサルタン錠８０ｍｇ「トーワ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 東和薬品 54.60 局 後発品
内 622359601 バルサルタン錠８０ｍｇ「日医工」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 日医工 54.60 局 後発品
内 622343301 バルサルタン錠８０ｍｇ「日新」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 日新製薬（山形） 54.60 局 後発品
内 622357301 バルサルタン錠８０ｍｇ「ニプロ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン ニプロ 54.60 局 後発品
内 622343801 バルサルタン錠８０ｍｇ「ファイザー」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン ファイザー 54.60 局 後発品
内 622340601 バルサルタン錠８０ｍｇ「明治」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ

ファルマ
54.60 局 後発品

内 622347701 バルサルタン錠８０ｍｇ「モチダ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 持田製薬 54.60 局 後発品
内 622351101 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＡＡ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 81.90 局 後発品
内 622362601 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＤＫ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 大興製薬 81.90 局 後発品
内 622349101 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 第一三共エスファ 81.90 局 後発品
内 622350101 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＥＥ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン エルメッド　エーザイ 81.90 局 後発品
内 622346701 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＦＦＰ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 富士フイルムファーマ 81.90 局 後発品
内 622348301 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＪＧ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本ジェネリック 81.90 局 後発品
内 622337701 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＫＮ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 小林化工 81.90 局 後発品
内 622333901 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＫＯＧ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 興和 81.90 局 後発品
内 622362501 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＳＮ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン シオノケミカル 81.90 局 後発品
内 622356801 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＴＣＫ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 辰巳化学 81.90 局 後発品
内 622308901 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＹＤ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 陽進堂 81.90 局 後発品
内 622341301 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＺＥ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 全星薬品工業 81.90 局 後発品
内 622352801 バルサルタン錠１６０ｍｇ「アメル」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 共和薬品工業 81.90 局 後発品
内 622362401 バルサルタン錠１６０ｍｇ「イセイ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン イセイ 81.90 局 後発品
内 622307801 バルサルタン錠１６０ｍｇ「オーハラ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 大原薬品工業 81.90 局 後発品
内 622359001 バルサルタン錠１６０ｍｇ「科研」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン ダイト 81.90 局 後発品
内 622346001 バルサルタン錠１６０ｍｇ「杏林」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン キョーリンリメディオ 81.90 局 後発品
内 622353701 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ケミファ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本ケミファ 81.90 局 後発品
内 622351801 バルサルタン錠１６０ｍｇ「サノフィ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本薬品工業 81.90 局 後発品
内 622356001 バルサルタン錠１６０ｍｇ「サワイ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 沢井製薬 81.90 局 後発品
内 622355201 バルサルタン錠１６０ｍｇ「サンド」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン サンド 81.90 局 後発品
内 622334601 バルサルタン錠１６０ｍｇ「タカタ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 高田製薬 81.90 局 後発品
内 622335201 バルサルタン錠１６０ｍｇ「タナベ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 田辺三菱製薬 81.90 局 後発品
内 622354201 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ツルハラ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 鶴原製薬 81.90 局 後発品
内 622339201 バルサルタン錠１６０ｍｇ「トーワ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 東和薬品 81.90 局 後発品
内 622359701 バルサルタン錠１６０ｍｇ「日医工」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 日医工 81.90 局 後発品
内 622343401 バルサルタン錠１６０ｍｇ「日新」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 日新製薬（山形） 81.90 局 後発品
内 622357401 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ニプロ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン ニプロ 81.90 局 後発品
内 622343901 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ファイザー」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン ファイザー 81.90 局 後発品
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内 622340701 バルサルタン錠１６０ｍｇ「明治」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ

ファルマ
81.90 局 後発品

内 622347801 バルサルタン錠１６０ｍｇ「モチダ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 持田製薬 81.90 局 後発品
内 622338901 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 東和薬品 15.70 後発品
内 622339001 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 東和薬品 29.30 後発品
内 622339101 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 東和薬品 54.60 後発品
内 622338801 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「トーワ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 東和薬品 81.90 後発品
内 622066802 バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 辰巳化学 9.10 局 後発品
内 620065501 バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 辰巳化学 6.10 局 後発品
内 620142805 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ＪＧ」 ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール 長生堂製薬 5.90 局 劇 後発品
内 620143704 ハロペリドール錠１ｍｇ「ＪＧ」 １ｍｇ１錠 ハロペリドール 長生堂製薬 6.00 局 劇 後発品
内 620144505 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ＪＧ」 １．５ｍｇ１錠 ハロペリドール 長生堂製薬 6.00 局 劇 後発品
内 620145316 ハロペリドール錠３ｍｇ「ＪＧ」 ３ｍｇ１錠 ハロペリドール 長生堂製薬 6.30 局 劇 後発品
内 621897501 ビカルタミド錠８０ｍｇ「テバ」 ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド テバ製薬 398.10 劇 後発品
内 620488901 ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ「サワイ」 ２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム

水和物
沢井製薬 5.60 後発品

内 621278401 ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「トー
ワ」

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム
水和物

東和薬品 10.50 後発品

内 620488803 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「ツル
ハラ」

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム
水和物

鶴原製薬 5.60 後発品

内 620491503 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％
「ツルハラ」

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム
水和物

鶴原製薬 10.50 後発品

内 622339301 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「トーワ」

０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 東和薬品 9.90 局 後発品

内 622362701 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＫＯ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 寿製薬 118.00 後発品
内 622347401 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「モチダ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 持田製薬 118.00 後発品
内 622359101 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「科研」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム ダイト 118.00 後発品
内 620118203 ビペリデン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩 沢井製薬 5.60 後発品
内 621631402 ファモチジン散１０％「杏林」 １０％１ｇ ファモチジン キョーリンリメディオ 89.80 局 後発品
内 621473802 ファモチジン散２％「杏林」 ２％１ｇ ファモチジン キョーリンリメディオ 21.90 局 後発品
内 622354401 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ツルハ

ラ」
６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 鶴原製薬 31.10 局 後発品

内 622354301 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ツルハ
ラ」

３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 鶴原製薬 24.30 局 後発品

内 622309001 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 陽進堂 41.40 後発品

内 622349201 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 エルメッド　エーザイ 31.90 後発品

内 622337801 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 小林化工 31.90 後発品

内 622334801 フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％「タカタ」 ６％１ｇ フェキソフェナジン塩酸塩 高田製薬 67.90 後発品
内 620179901 ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ツルハ

ラ」
１０ｍｇ１錠 ブチルスコポラミン臭化物 鶴原製薬 5.40 後発品

内 622360001 プランルカストカプセル２２５ｍｇ「日医工」 ２２５ｍｇ１カプセル プランルカスト水和物 日医工 60.00 後発品
内 621569001 フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾール 日医工 221.90 後発品
内 621569101 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１カプセル フルコナゾール 日医工 498.60 後発品
内 621484703 フルタミド錠１２５ｍｇ「ファイザー」 １２５ｍｇ１錠 フルタミド マイラン製薬 170.30 劇 後発品
内 621389702 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＳＮ」 １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム シオノケミカル 5.60 向 後発品
内 620269701 フロセミド錠２０ｍｇ「テバ」 ２０ｍｇ１錠 フロセミド テバ製薬 6.00 局 後発品
内 620269809 フロセミド錠４０ｍｇ「テバ」 ４０ｍｇ１錠 フロセミド テバ製薬 6.30 局 後発品
内 621481904 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「ＪＧ」 ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム 長生堂製薬 35.10 局 劇 後発品
内 621642002 ペルゴリド錠５０μｇ「ファイザー」 ５０μｇ１錠 ペルゴリドメシル酸塩 マイラン製薬 29.30 劇 後発品
内 621642103 ペルゴリド錠２５０μｇ「ファイザー」 ２５０μｇ１錠 ペルゴリドメシル酸塩 マイラン製薬 117.40 劇 後発品
内 622050702 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン 共和薬品工業 5.80 劇 後発品
内 621907601 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン 東和薬品 5.80 劇 後発品
内 620376403 ペントキシベリンクエン酸塩錠３０ｍｇ「ＪＧ」 ３０ｍｇ１錠 ペントキシベリンクエン酸塩 長生堂製薬 5.40 劇 後発品
内 621690203 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＪＧ」 ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース 長生堂製薬 16.60 局 後発品
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内 621690303 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＪＧ」 ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース 長生堂製薬 23.50 局 後発品
内 621956403 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 長生堂製薬 9.90 局 劇 後発品
内 621960402 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 沢井製薬 9.90 局 劇 後発品
内 621638004 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 長生堂製薬 13.20 局 劇 後発品
内 621632401 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 沢井製薬 17.30 局 劇 後発品
内 621638104 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 長生堂製薬 25.60 局 劇 後発品
内 621632501 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 沢井製薬 25.60 局 劇 後発品
内 620135901 マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 １０ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩 共和薬品工業 6.80 後発品
内 620136401 マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩 共和薬品工業 14.70 後発品
内 621848401 マプロチリン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 ５０ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩 共和薬品工業 29.00 後発品
内 620304501 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩 沢井製薬 16.80 後発品
内 620933401 メキタジン錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 ３ｍｇ１錠 メキタジン 辰巳化学 5.60 後発品
内 620290111 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 長生堂製薬 7.30 局 劇 後発品
内 621676001 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ「ＳＮ」 ２５０ｍｇ１錠 メトホルミン塩酸塩 シオノケミカル 9.60 局 劇 後発品
内 620242409 ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「ツルハラ」 ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノン 鶴原製薬 5.80 後発品
内 621780301 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「テバ」 １５ｍｇ１錠 ランソプラゾール テバ製薬 34.80 後発品
内 621780401 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「テバ」 ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾール テバ製薬 61.80 後発品
内 621966002 リシノプリル錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 リシノプリル水和物 沢井製薬 13.80 局 後発品
内 621246401 リシノプリル錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 リシノプリル水和物 沢井製薬 21.00 局 後発品
内 621418905 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「ＳＮ」 ５μｇ１錠 リマプロスト　アルファデク

ス
シオノケミカル 37.20 後発品

内 621481101 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「テバ」 ５μｇ１錠 リマプロスト　アルファデク
ス

テバ製薬 37.20 後発品

内 621623701 リマプロストアルファデクス錠１０μｇ「テバ」 １０μｇ１錠 リマプロスト　アルファデク
ス

テバ製薬 82.80 劇 後発品

内 621694801 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル７
５ｍｇ「サワイ」

７５ｍｇ１カプセル ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

沢井製薬 23.90 局 後発品

内 621891201 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル３
７．５ｍｇ「サワイ」

３７．５ｍｇ１カプセル ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

沢井製薬 15.00 局 後発品

内 621694201 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「サワイ」 １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン 沢井製薬 29.90 後発品
内 621675901 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「日医工」 １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン 日医工 29.90 後発品
内 622351201 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＡＡ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ

クロロチアジド
あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 69.90 後発品

内 622363001 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＤＫ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

大興製薬 69.90 後発品

内 622349301 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＥＥ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

エルメッド　エーザイ 69.90 局 後発品

内 622348601 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＥＰ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

ニプロパッチ 69.90 後発品

内 622346801 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＦＦＰ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

富士フイルムファーマ 69.90 局 後発品

内 622348401 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＪＧ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

日本ジェネリック 69.90 局 後発品

内 622337901 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＫＮ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

小林化工 69.90 局 後発品

内 622362901 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＫＯ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

寿製薬 69.90 後発品

内 622334001 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＫＯＧ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

興和 69.90 後発品

内 622362801 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＳＮ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

シオノケミカル 69.90 後発品

内 622356901 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＴＣＫ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

辰巳化学 69.90 局 後発品

内 622309101 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＹＤ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

陽進堂 69.90 局 後発品

内 622352401 ロサルヒド配合錠ＬＤ「アメル」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

共和薬品工業 69.90 局 後発品
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内 622358601 ロサルヒド配合錠ＬＤ「科研」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ

クロロチアジド
ダイト 69.90 後発品

内 622346101 ロサルヒド配合錠ＬＤ「杏林」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

キョーリンリメディオ 69.90 局 後発品

内 622353801 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ケミファ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

日本ケミファ 69.90 局 後発品

内 622356101 ロサルヒド配合錠ＬＤ「サワイ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

沢井製薬 69.90 局 後発品

内 622355301 ロサルヒド配合錠ＬＤ「サンド」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

サンド 69.90 局 後発品

内 622357001 ロサルヒド配合錠ＬＤ「三和」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

三和化学研究所 69.90 後発品

内 622334701 ロサルヒド配合錠ＬＤ「タカタ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

高田製薬 69.90 後発品

内 622335501 ロサルヒド配合錠ＬＤ「タナベ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

田辺三菱製薬 69.90 後発品

内 622354501 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ツルハラ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

鶴原製薬 69.90 局 後発品

内 622339401 ロサルヒド配合錠ＬＤ「トーワ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

東和薬品 69.90 後発品

内 622359801 ロサルヒド配合錠ＬＤ「日医工」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

日医工 69.90 局 後発品

内 622343501 ロサルヒド配合錠ＬＤ「日新」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

日新製薬（山形） 69.90 局 後発品

内 622357501 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ニプロ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

ニプロ 69.90 局 後発品

内 622344401 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ファイザー」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

ファイザー 69.90 局 後発品

内 622340801 ロサルヒド配合錠ＬＤ「明治」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

69.90 後発品

内 622347301 ロサルヒド配合錠ＬＤ「モチダ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

持田製薬 69.90 局 後発品

内 621210201 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル 東和薬品 8.00 向 後発品
内 622095202 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 １０ｍｇ１錠 ロラタジン 長生堂製薬 53.40 後発品
内 622095302 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 １０ｍｇ１錠 ロラタジン 長生堂製薬 53.40 後発品
内 622095402 ロラタジンＤＳ１％「ＪＧ」 １％１ｇ ロラタジン 長生堂製薬 118.50 後発品
注 622338201 イオソール注３００シリンジ１１０ｍＬ ６４．７１％１１０ｍＬ１筒 イオヘキソール 東和薬品 5,462.00 後発品
注 622347001 イオヘキソール３００注シリンジ１１０ｍＬ「Ｈ

Ｋ」
６４．７１％１１０ｍＬ１筒 イオヘキソール 光製薬 6,058.00 後発品

注 622347201 イオヘキソール３５０注シリンジ１００ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

７５．４９％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール 光製薬 6,525.00 後発品

注 622347101 イオヘキソール３５０注シリンジ７０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

７５．４９％７０ｍＬ１筒 イオヘキソール 光製薬 5,082.00 後発品

注 621535201 イオベリン３５０注シリンジ１００ｍＬ ７５．４９％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール テバ製薬 6,287.00 後発品
注 621537002 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＩＰ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルナトリウム アイロム製薬 1,245.00 後発品
注 621645502 オザグレルＮａ注８０ｍｇシリンジ「ＩＰ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１筒 オザグレルナトリウム アイロム製薬 1,915.00 後発品
注 622346901 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５０ｍＬ

「ＨＫ」
１ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン塩酸塩 光製薬 1,362.00 劇 後発品

注 620074401 サリチル酸ナトリウム静注０．５ｇ「日新」 ５％１０ｍＬ１管 サリチル酸ナトリウム 日新製薬（山形） 58.00 後発品
注 622352101 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット１０ｍｇ １０ｍｇ１キット（溶解液

付）
オクトレオチド酢酸塩 ノバルティス　ファーマ 124,462.00 劇

注 622352201 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ ２０ｍｇ１キット（溶解液
付）

オクトレオチド酢酸塩 ノバルティス　ファーマ 221,913.00 劇

注 622352301 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ ３０ｍｇ１キット（溶解液
付）

オクトレオチド酢酸塩 ノバルティス　ファーマ 312,396.00 劇

注 620330502 ジピリダモール静注液１０ｍｇ「日医工」 ０．５％２ｍＬ１管 ジピリダモール 日医工 56.00 後発品
注 620431907 シメチジン注２００ｍｇ「ＮＰ」 １０％２ｍＬ１管 シメチジン ニプロ 56.00 後発品



20140620追補分

Page 9

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 620431906 シメチジン注射液２００ｍｇ「トーワ」 １０％２ｍＬ１管 シメチジン 東和薬品 56.00 後発品
注 621772001 照射赤血球液－ＬＲ「日赤」 血液２００ｍＬに由来する赤

血球１袋
人赤血球濃厚液 日本赤十字社 8,864.00

注 621772101 照射赤血球液－ＬＲ「日赤」 血液４００ｍＬに由来する赤
血球１袋

人赤血球濃厚液 日本赤十字社 17,726.00

注 621672202 生食注シリンジ「テバ」１０ｍＬ １０ｍＬ１筒 生理食塩液 テバ製薬 114.00 後発品
注 621672103 生食注シリンジ「テバ」２０ｍＬ ２０ｍＬ１筒 生理食塩液 テバ製薬 134.00 後発品
注 621672303 生食注シリンジ「テバ」５ｍＬ ５ｍＬ１筒 生理食塩液 テバ製薬 110.00 後発品
注 621772801 赤血球液－ＬＲ「日赤」 血液２００ｍＬに由来する赤

血球１袋
人赤血球濃厚液 日本赤十字社 8,402.00

注 621772901 赤血球液－ＬＲ「日赤」 血液４００ｍＬに由来する赤
血球１袋

人赤血球濃厚液 日本赤十字社 16,805.00

注 622124902 セファゾリンＮａ注射用０．２５ｇ「ＮＰ」 ２５０ｍｇ１瓶 セファゾリンナトリウム ニプロ 92.00 局 後発品
注 621096601 セファゾリンＮａ注射用１ｇ「ＮＰ」 １ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム ニプロ 133.00 局 後発品
注 621097401 セファゾリンＮａ注射用２ｇ「ＮＰ」 ２ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム ニプロ 286.00 局 後発品
注 621757001 セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」 １ｇ１キット（生理食塩液１

００ｍＬ付）
セファゾリンナトリウム ニプロ 609.00 後発品

注 621924001 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「ＳＮ」 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩 シオノケミカル 185.00 局 後発品
注 621924101 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ「ＳＮ」 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩 シオノケミカル 273.00 局 後発品
注 621095002 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＳＮ」 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩 シオノケミカル 440.00 局 後発品
注 621755802 セフタジジム静注用０．５ｇ「ＳＮ」 ５００ｍｇ１瓶 セフタジジム水和物 シオノケミカル 414.00 局 後発品
注 621755902 セフタジジム静注用１ｇ「ＳＮ」 １ｇ１瓶 セフタジジム水和物 シオノケミカル 494.00 局 後発品
注 622351301 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「Ｆ」 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸水和物 富士製薬工業 18,105.00 劇 後発品
注 622354701 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸水和物 高田製薬 18,105.00 劇 後発品
注 622356301 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／５ｍＬ「サワ

イ」
４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸水和物 沢井製薬 18,105.00 劇 後発品

注 622355401 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「サンド」 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸水和物 サンド 18,105.00 劇 後発品
注 622360401 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「日医工」 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸水和物 イセイ 18,105.00 劇 後発品
注 622358301 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「ニプロ」 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸水和物 ニプロ 18,105.00 劇 後発品
注 622344201 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／５ｍＬ「ファイ

ザー」
４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸水和物 マイラン製薬 18,105.00 劇 後発品

注 622337201 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「ヤクル
ト」

４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸水和物 バイオテックベイ 18,105.00 劇 後発品

注 622354601 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「ＮＫ」

４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸水和物 高田製薬 18,105.00 劇 後発品

注 622351401 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「サノフィ」

４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸水和物 アイロム製薬 18,105.00 劇 後発品

注 622338001 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「トーワ」

４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸水和物 東和薬品 18,105.00 劇 後発品

注 622360301 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬバッ
グ「日医工」

４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸水和物 日医工 18,105.00 劇 後発品

注 622358401 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「ニプロ」

４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸水和物 ニプロ 18,105.00 劇 後発品

注 622344301 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬバッ
グ「ファイザー」

４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸水和物 マイラン製薬 18,105.00 劇 後発品

注 622337301 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「ヤクルト」

４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸水和物 バイオテックベイ 18,105.00 劇 後発品

注 621673102 ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「Ａ
ＦＰ」

５，０００低分子ヘパリン国
際単位１瓶

ダルテパリンナトリウム エール薬品 597.00 後発品

注 622360501 注射用水バッグ「フソー」 １Ｌ１袋 注射用水 扶桑薬品工業 216.00 局
注 622338101 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「トーワ」 ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン 東和薬品 4,293.00 劇 後発品
注 622354801 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／１ｍＬ「Ｎ

Ｋ」
２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル 日本化薬 10,997.00 毒 後発品

注 622356401 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／１ｍＬ「サワ
イ」

２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル水和物 沢井製薬 10,997.00 局 毒 後発品

注 622354901 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／４ｍＬ「Ｎ
Ｋ」

８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル 日本化薬 38,480.00 毒 後発品
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注 622356501 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／４ｍＬ「サワ

イ」
８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル水和物 沢井製薬 38,480.00 局 毒 後発品

注 621539401 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ
「フソー」

１００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 東菱薬品工業 1,436.00 劇 後発品

注 620894403 ヒアルロン酸ナトリウム関節注２５ｍｇ「日医
工」

１％２．５ｍＬ１管 ヒアルロン酸ナトリウム 日医工 408.00 後発品

注 620896302 ヒアルロン酸ナトリウム関節注２５ｍｇシリンジ
「日医工」

１％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸ナトリウム 日医工 607.00 後発品

注 621342601 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「ＳＮ」 １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム シオノケミカル 165.00 局 後発品
注 621342802 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「ＳＮ」 ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム シオノケミカル 261.00 局 後発品
注 621697702 ファモチジン静注２０ｍｇ「杏林」 ２０ｍｇ２０ｍＬ１管 ファモチジン キョーリンリメディオ 137.00 局 後発品
注 622121002 ファモチジン静注１０ｍｇ「杏林」 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ファモチジン キョーリンリメディオ 95.00 局 後発品
注 622339801 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「ＦＫ」 ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール フレゼニウスカービジャパ

ン
844.00 劇 後発品

注 622339901 プロポフォール静注１％５０ｍＬ「ＦＫ」 ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール フレゼニウスカービジャパ
ン

890.00 劇 後発品

注 622340001 プロポフォール静注１％１００ｍＬ「ＦＫ」 １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール フレゼニウスカービジャパ
ン

1,003.00 劇 後発品

注 621126501 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ
「Ｆ」

１００ｍｇ１瓶 ミノサイクリン塩酸塩 富士製薬工業 182.00 局 後発品

注 620711408 メコバラミン注射液５００μｇ「トーワ」 ０．５ｍｇ１管 メコバラミン 東和薬品 56.00 後発品
注 621653501 リドカイン塩酸塩注０．５％「日新」 ０．５％５ｍＬ１管 塩酸リドカイン 日新製薬（山形） 58.00 劇 後発品
注 621653601 リドカイン塩酸塩注０．５％「日新」 ０．５％１０ｍＬ１管 塩酸リドカイン 日新製薬（山形） 68.00 劇 後発品
注 621644201 リドカイン塩酸塩注１％「日新」 １％５ｍＬ１管 塩酸リドカイン 日新製薬（山形） 58.00 劇 後発品
注 621644301 リドカイン塩酸塩注１％「日新」 １％１０ｍＬ１管 塩酸リドカイン 日新製薬（山形） 85.00 劇 後発品
注 621651601 リドカイン塩酸塩注２％「日新」 ２％５ｍＬ１管 塩酸リドカイン 日新製薬（山形） 58.00 劇 後発品
注 621651701 リドカイン塩酸塩注２％「日新」 ２％１０ｍＬ１管 塩酸リドカイン 日新製薬（山形） 117.00 劇 後発品
外 620385701 アセチルシステインＮａ塩注入・吸入用液２０Ｗ

／Ｖ％「ショーワ」
１７．６２％２ｍＬ１管 アセチルシステイン 昭和薬品化工 50.10 後発品

外 621938202 アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「日新」 ５０ｍｇ１個 アセトアミノフェン 日新製薬（山形） 19.30
外 620072001 アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「日

新」
１００ｍｇ１個 アセトアミノフェン 日新製薬（山形） 19.30

外 620072501 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「日
新」

２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン 日新製薬（山形） 19.90 後発品

外 621293403 インドメタシンパップ７０ｍｇ「ＢＭＤ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インドメタシン ビオメディクス 19.30 後発品
外 621287601 オキシコナゾール硝酸塩腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 １００ｍｇ１錠 オキシコナゾール硝酸塩 富士製薬工業 48.70 後発品
外 621287701 オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「Ｆ」 ６００ｍｇ１錠 オキシコナゾール硝酸塩 富士製薬工業 256.00 後発品
外 621415004 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ＢＭＤ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェン ビオメディクス 12.80 後発品
外 621885602 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ＢＭＤ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン ビオメディクス 18.10 後発品
外 621556601 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 １ｍｇ１ｇ ゲンタマイシン硫酸塩 岩城製薬 8.20 後発品
外 622363101 ジクロフェナクＮａパップ２８０ｍｇ「ラクー

ル」
２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウム 三友薬品 33.40 後発品

外 621362118 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

１２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 長生堂製薬 19.30 劇 後発品

外 621362116 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「日
医工」

１２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 日医工 19.30 劇 後発品

外 621362241 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＣＨ」 ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 長生堂製薬 19.90 劇 後発品
外 621362236 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医

工」
２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 日医工 19.90 劇 後発品

外 621362353 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医
工」

５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 日医工 27.50 劇 後発品

外 621281903 ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１個 ドンペリドン 長生堂製薬 34.30 後発品
外 620510304 ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「日新」 １０ｍｇ１個 ドンペリドン 日新製薬（山形） 34.30 後発品
外 621282103 ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「ＪＧ」 ３０ｍｇ１個 ドンペリドン 長生堂製薬 47.50 後発品
外 620510504 ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「日新」 ３０ｍｇ１個 ドンペリドン 日新製薬（山形） 58.90 後発品
外 620222001 ノルフロキサシン点眼液０．３％「ＮｉｋＰ」 ０．３％１ｍＬ ノルフロキサシン 日医工ファーマ 42.30 後発品
外 621146601 ビダラビン軟膏３％「トーワ」 ３％１ｇ ビダラビン 東和薬品 125.40 後発品
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外 621570503 ヘパリン類似物質ゲル０．３％「テバ」 １ｇ ヘパリン類似物質 大正薬品工業 6.50 後発品
外 620415401 ポビドンヨードガーグル７％「ショーワ」 ７％１ｍＬ ポビドンヨード 昭和薬品化工 2.40 後発品
外 621413801 ポビドンヨード外用液１０％「日新」 １０％１０ｍＬ ポビドンヨード 日新製薬（山形） 14.70 後発品
外 622350301 ミドレフリンＰ点眼液 １ｍＬ トロピカミド・フェニレフリ

ン塩酸塩
日東メディック 24.60 後発品

外 622308301 メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回 １ｍｇ１キット プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 1,006.80
外 622363201 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三友」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム

水和物
三友薬品 15.50 後発品

外 622363301 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三友」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

三友薬品 23.90 後発品

歯注 628311101 エピリド配合注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ １．８ｍＬ１管 塩酸リドカイン・アドレナリ
ン

ニプロ 60.90 劇 後発品
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