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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 620004912 アルサ顆粒１０％ １０％１ｇ アルジオキサ 東和薬品 5.60 局 後発品
内 620004913 アルサ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アルジオキサ 東和薬品 5.60 局 後発品
内 622101601 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「タイヨー」 ３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水和テバ製薬 362.40 局 劇 後発品
内 622113502 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「マイラン」 ３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水和マイラン製薬 314.70 局 劇 後発品
内 620009304 アレンドロン酸錠５ｍｇ「タイヨー」 ５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水和テバ製薬 58.70 局 劇 後発品
内 621977501 アレンドロン酸錠５ｍｇ「マイラン」 ５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水和マイラン製薬 45.90 局 劇 後発品
内 616130490 アレンフラールカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル セファクロル 長生堂製薬 22.60 局 後発品
内 616130482 アレンフラール細粒小児用１００ｍｇ １００ｍｇ１ｇ セファクロル 長生堂製薬 16.20 局 後発品
内 610433021 アンデプレ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 トラゾドン塩酸塩 共和薬品工業 8.10 劇 後発品
内 610433022 アンデプレ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 トラゾドン塩酸塩 共和薬品工業 14.10 劇 後発品
内 621978601 イソニトール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド 東和薬品 5.60 局 後発品
内 620006845 イソニトール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド 東和薬品 7.60 局 後発品
内 620005922 イリナトロン錠２５ｍｇ 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 610422054 エパフィールカプセル３００ 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 610407213 エンチニン錠１ １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩 沢井製薬 5.90 後発品
内 620001979 オプチラン錠１０μｇ 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 610463047 オプチラン錠５μｇ 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 622050701 ガウトマロン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン 共和薬品工業 5.80 劇 後発品
内 620001996 ガスドック散１０％ 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 610463050 ガスドック散２％ 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 620002012 カルバジン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 沢井製薬 17.30 局 劇 後発品
内 620002013 カルバジン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 沢井製薬 25.60 局 劇 後発品
内 621960401 カルバジン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 沢井製薬 9.90 局 劇 後発品
内 622054201 カルメゾシン錠０．５ｍｇ 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 620002020 カルメゾシン錠１ｍｇ 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 620002021 カルメゾシン錠２ｍｇ 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 622060701 カルメゾシン錠４ｍｇ 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 620004970 カルヨンシロップ０．１％ 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 620002712 キネグルコ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット メディサ新薬 64.60 局 後発品
内 622210901 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＮＰ」 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 622211001 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 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 622210801 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 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 622018801 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「タナベ」 １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド 長生堂製薬 5.60 劇 後発品
内 620872001 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「タナベ」 ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド 長生堂製薬 5.60 劇 後発品
内 610422098 クレスエパカプセル３００ 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 610453044 グロスパール顆粒４０％ ４０％１ｇ アシクロビル 高田製薬 135.30 後発品
内 620002033 グロスパールシロップ８％ ８％１ｍＬ アシクロビル 高田製薬 35.60 局 後発品
内 620008611 クロポリジン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド 鶴原製薬 6.00 局 後発品
内 616130492 ケフポリンカプセル２５０ ２５０ｍｇ１カプセル セファクロル 沢井製薬 22.60 局 後発品
内 620004489 ケフポリン細粒１０％ １００ｍｇ１ｇ セファクロル 沢井製薬 16.20 局 後発品
内 610463073 コフノールＬカプセル４５ 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 620003149 コリクール錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸沢井製薬 6.20 局 後発品
内 620003150 コリクール錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸沢井製薬 6.20 局 後発品
内 620006914 コンスーベン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム水鶴原製薬 5.60 後発品
内 620006915 コンスーベン内用液０．７５％ ０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム水鶴原製薬 10.50 後発品
内 620003549 サークリンＳ錠２５ 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 622066801 サノテン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 辰巳化学 9.10 局 後発品
内 620005970 サノテン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 辰巳化学 6.10 局 後発品
内 622039001 サフィルジンＥＮ錠２５０ 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 610453051 サフィルジンＥＮ錠５００ 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 616130493 ザルツクラールカプセル２５０ 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 620009312 シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「マイラン」 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 620009313 シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「マイラン」 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 620009314 シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「マイラン」 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 620009315 シクロスポリン細粒１７％「マイラン」 １７％１ｇ シクロスポリン マイラン製薬 902.60 劇 後発品
内 621978501 シラザベース錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 シラザプリル水和物 東和薬品 18.50 局 後発品
内 620002732 シラザベース錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 シラザプリル水和物 東和薬品 21.70 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 620002048 シラザベース錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 シラザプリル水和物 東和薬品 27.30 局 後発品
内 610412085 スカルナーゼ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル 東和薬品 8.00 向 後発品
内 620004508 スルチミン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム水沢井製薬 5.60 後発品
内 620009330 セスファルコ細粒２０％ ２０％１ｇ ソファルコン 長生堂製薬 14.20 後発品
内 620006674 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「マイラン」 １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩 マイラン製薬 46.20 局 後発品
内 620006673 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「マイラン」 ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩 マイラン製薬 31.90 局 後発品
内 610453061 ゼフロプト錠５μｇ 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 610406167 セレクナート錠２０ｍｇ 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 610463093 ゼンブロンＬカプセル４５ ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩 全星薬品工業 38.60 後発品
内 610433079 ダムゼール錠１．２５ｍｇ 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 610441043 ダムゼール錠２．５ｍｇ 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 620002064 チーカプト細粒４０％ ４０％１ｇ シメチジン 東和薬品 7.50 後発品
内 621361407 ツルベール細粒１０％ １０％１ｇ トフィソパム 鶴原製薬 9.00 後発品
内 622108201 トリアラム錠０．１２５ｍｇ ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 小林化工 5.60 向 後発品
内 620006048 トリアラム錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 小林化工 5.80 向 後発品
内 620009402 トレビアノーム錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン 東和薬品 5.80 劇 後発品
内 610407336 ドンペリン錠１０ １０ｍｇ１錠 ドンペリドン 沢井製薬 5.80 後発品
内 622010401 ドンペリン錠５ ５ｍｇ１錠 ドンペリドン 沢井製薬 5.60 後発品
内 620007008 ドンペリンＤＳ１％ １％１ｇ ドンペリドン 沢井製薬 12.00 後発品
内 610463132 ニザチンカプセル１５０ １５０ｍｇ１カプセル ニザチジン 沢井製薬 25.30 局 後発品
内 610463131 ニザチンカプセル７５ ７５ｍｇ１カプセル ニザチジン 沢井製薬 16.50 局 後発品
内 612170698 ニレーナＬ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ニフェジピン 三和化学研究所 5.60 劇 後発品
内 612170699 ニレーナＬ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン 三和化学研究所 10.70 劇 後発品
内 611170855 ノイオミール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩 共和薬品工業 6.80 後発品
内 611170856 ノイオミール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩 共和薬品工業 14.70 後発品
内 620008039 ノイオミール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩 共和薬品工業 29.00 後発品
内 621980201 ノーゼア錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ドンペリドン 共和薬品工業 5.60 後発品
内 611170858 ノンネルブ錠０．５ ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム 日新製薬（山形） 6.30 局 後発品
内 622064701 ノンネルブ錠１ １ｍｇ１錠 エチゾラム 日新製薬（山形） 6.40 局 後発品
内 620004021 バナセファン錠１００ｍｇ 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 620004022 バナセファンＤＳ５％ ５０ｍｇ１ｇ セフポドキシム　プロキセチル沢井製薬 44.60 後発品
内 610444109 パランコン細粒１０％ １０％１ｇ ソファルコン 東和薬品 9.00 後発品
内 620009405 パランコン細粒２０％ ２０％１ｇ ソファルコン 東和薬品 14.20 後発品
内 620005065 ハレムニン錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 メキタジン 辰巳化学 5.60 後発品
内 620007037 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ＣＨ」 ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール 長生堂製薬 5.90 局 劇 後発品
内 620007038 ハロペリドール錠１ｍｇ「ＣＨ」 １ｍｇ１錠 ハロペリドール 長生堂製薬 6.00 局 劇 後発品
内 620007039 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ＣＨ」 １．５ｍｇ１錠 ハロペリドール 長生堂製薬 6.00 局 劇 後発品
内 620007041 ハロペリドール錠３ｍｇ「ＣＨ」 ３ｍｇ１錠 ハロペリドール 長生堂製薬 6.30 局 劇 後発品
内 620304701 パンエルゴット錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ジヒドロエルゴタミンメシル酸イセイ 5.60 劇 後発品
内 620006075 ビカモール錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩 沢井製薬 5.60 後発品
内 620009418 ビカルタミド錠８０ｍｇ「タイヨー」 ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド テバ製薬 398.10 劇 後発品
内 620002450 ピリナジン末 １ｇ アセトアミノフェン 長生堂製薬 8.00 局 劇
内 620005078 ファレスタック液０．７５％ ０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム水東和薬品 10.50 後発品
内 620006088 フェナシドン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム ニプロ 5.60 劇 後発品
内 610406262 フェロチーム錠５０ 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 622039701 フォリメジン錠５ ５ｍｇ１錠 ドンペリドン 鶴原製薬 5.80 後発品
内 620007054 フォリロミン顆粒８．３％ １ｇ クエン酸第一鉄ナトリウム 鶴原製薬 7.10 後発品
内 610407098 フォリロミン錠５０ 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 620008705 ブスフォリロン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ブチルスコポラミン臭化物 鶴原製薬 5.40 後発品
内 620005085 フズレバンシロップ０．３％ ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩 辰巳化学 5.10 後発品
内 620000429 フルコナゾンカプセル１００ １００ｍｇ１カプセル フルコナゾール 日医工 498.60 後発品
内 620000428 フルコナゾンカプセル５０ ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾール 日医工 221.90 後発品
内 620009433 フルタミド錠１２５ｍｇ「マイラン」 １２５ｍｇ１錠 フルタミド マイラン製薬 170.30 劇 後発品
内 610444125 フルトラース錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム シオノケミカル 5.60 向 後発品
内 620006107 ブレシン錠２５ｍｇ 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 620008059 プレドリック錠０．５ ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル 沢井製薬 24.80 後発品
内 620000126 プレドリック錠１ １ｍｇ１錠 トランドラプリル 沢井製薬 30.70 後発品
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内 621964701 フロキシール錠１００ １００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 沢井製薬 23.90 後発品
内 610463177 フロキシール錠２００ ２００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 沢井製薬 37.20 後発品
内 610454073 プロクレイン錠２５ 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 610433104 フロセミド錠２０「タイヨー」 ２０ｍｇ１錠 フロセミド テバ製薬 6.00 局 後発品
内 620003440 フロセミド錠４０「タイヨー」 ４０ｍｇ１錠 フロセミド テバ製薬 6.30 局 後発品
内 621481903 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「タナベ」 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 620002824 ベルデリール錠０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース 長生堂製薬 16.60 局 後発品
内 620002825 ベルデリール錠０．３ｍｇ ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース 長生堂製薬 23.50 局 後発品
内 620376401 ペントキシベリンクエン酸塩錠３０ｍｇ「ＣＨ」 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 621638003 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 長生堂製薬 13.20 局 劇 後発品
内 621638103 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「タナベ」 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 長生堂製薬 25.60 局 劇 後発品
内 621956402 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 長生堂製薬 9.90 局 劇 後発品
内 620006685 メシル酸ペルゴリド錠２５０μｇ「マイラン」 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 620006684 メシル酸ペルゴリド錠５０μｇ「マイラン」 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 610422286 メタパスカプセル３００ 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 611120151 メデポリン錠０．４ ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム メディサ新薬 5.60 向 後発品
内 622011001 メデポリン錠０．８ ０．８ｍｇ１錠 アルプラゾラム メディサ新薬 8.20 向 後発品
内 610412171 メトドリン錠２ ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩 沢井製薬 16.80 後発品
内 620002859 メトリオン錠２５０ 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 620006151 ユベ・Ｑカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノン 鶴原製薬 5.80 後発品
内 622011101 ライペック錠１００ １００ｍｇ１錠 エトドラク 沢井製薬 8.80 劇 後発品
内 610463210 ライペック錠２００ ２００ｍｇ１錠 エトドラク 沢井製薬 12.60 劇 後発品
内 620005580 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「タイヨー」 １５ｍｇ１錠 ランソプラゾール テバ製薬 34.80 後発品
内 620005582 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「タイヨー」 ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾール テバ製薬 61.80 後発品
内 620481501 リタセンド錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 センノシド 鶴原製薬 5.00 後発品
内 620002882 ルリシン錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン 沢井製薬 29.90 後発品
内 622025401 レビンベース錠２．５ｍｇ 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 610444167 レビンベース錠５ｍｇ 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 620008519 ロキタットカプセル３７．５ｍｇ ３７．５ｍｇ１カプセル ロキサチジン酢酸エステル塩酸沢井製薬 15.00 局 後発品
内 620002889 ロキタットカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル ロキサチジン酢酸エステル塩酸沢井製薬 23.90 局 後発品
内 620002890 ロキライド錠１５０ １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン 日医工 29.90 後発品
内 610444172 ロコプール錠１０ １０ｍｇ１錠 リシノプリル水和物 沢井製薬 21.00 局 後発品
内 621966001 ロコプール錠５ ５ｍｇ１錠 リシノプリル水和物 沢井製薬 13.80 局 後発品
内 622095301 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 １０ｍｇ１錠 ロラタジン 長生堂製薬 53.40 後発品
内 622095201 ロラタジン錠１０ｍｇ「タナベ」 １０ｍｇ１錠 ロラタジン 長生堂製薬 53.40 後発品
内 622095401 ロラタジンＤＳ１％「タナベ」 １％１ｇ ロラタジン 長生堂製薬 118.50 後発品
注 620000192 イオベリンシリンジ３５０ ７５．４９％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール テバ製薬 6,287.00 後発品
注 620002172 １％パートラン注ＰＢ １％５ｍＬ１管 塩酸リドカイン 日新製薬（山形） 58.00 劇 後発品
注 620002173 １％パートラン注ＰＢ １％１０ｍＬ１管 塩酸リドカイン 日新製薬（山形） 85.00 劇 後発品
注 622121001 ガスドック静注１０ｍｇ 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 620002924 ガスドック静注２０ｍｇ 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 620002190 キサクロット注８０ｍｇシリンジ 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 620006223 キサクロット点滴静注８０ｍｇ 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 620004669 シフノス静注液１０ｍｇ ０．５％２ｍＬ１管 ジピリダモール 日医工 56.00 後発品
注 620007314 シメチラン注２００ｍｇ １０％２ｍＬ１管 シメチジン ニプロ 56.00 後発品
注 620004675 照射赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」 血液２００ｍＬに由来する赤血人赤血球濃厚液 日本赤十字社 8,864.00
注 620004676 照射赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」 血液４００ｍＬに由来する赤血人赤血球濃厚液 日本赤十字社 17,726.00
注 621672201 生食注シリンジ「タイヨー」１０ｍＬ １０ｍＬ１筒 生理食塩液 テバ製薬 114.00 後発品
注 621672101 生食注シリンジ「タイヨー」２０ｍＬ ２０ｍＬ１筒 生理食塩液 テバ製薬 134.00 後発品
注 621672301 生食注シリンジ「タイヨー」５ｍＬ ５ｍＬ１筒 生理食塩液 テバ製薬 110.00 後発品
注 620004687 赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」 血液２００ｍＬに由来する赤血人赤血球濃厚液 日本赤十字社 8,402.00
注 620004688 赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」 血液４００ｍＬに由来する赤血人赤血球濃厚液 日本赤十字社 16,805.00
注 620004138 セパダシン静注用０．５ｇ 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 620004139 セパダシン静注用１ｇ 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 620009564 セフォチアロン静注用０．２５ｇ 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 620009565 セフォチアロン静注用０．５ｇ 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 620008861 セフォチアロン静注用１ｇ １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩 シオノケミカル 440.00 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
注 622124901 セフマゾン注射用０．２５ｇ ２５０ｍｇ１瓶 セファゾリンナトリウム ニプロ 92.00 局 後発品
注 620006239 セフマゾン注射用１ｇ １ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム ニプロ 133.00 局 後発品
注 620006240 セフマゾン注射用２ｇ ２ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム ニプロ 286.00 局 後発品
注 620004150 セフマゾン点滴静注用バッグ１ｇ １ｇ１キット（生理食塩液１０セファゾリンナトリウム ニプロ 609.00 後発品
注 620004708 チーカプト注２００ｍｇ １０％２ｍＬ１管 シメチジン 東和薬品 56.00 後発品
注 620000253 注射用ベラブ１００ｍｇ 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 620007399 ナミマイシン点滴静注用１００ｍｇ 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 620002263 ２％パートラン注ＰＢ ２％５ｍＬ１管 塩酸リドカイン 日新製薬（山形） 58.00 劇 後発品
注 620002264 ２％パートラン注ＰＢ ２％１０ｍＬ１管 塩酸リドカイン 日新製薬（山形） 117.00 劇 後発品
注 620008892 ネオザルベリン静注０．５ｇ 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 620005203 ピシリアント注射用１ｇ 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 620005204 ピシリアント注射用２ｇ 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 621673101 ヘパクロン静注５０００単位／５ｍＬ ５，０００低分子ヘパリン国際ダルテパリンナトリウム エール薬品 597.00 後発品
注 620006315 ホスビロン関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１管 ヒアルロン酸ナトリウム 日医工 408.00 後発品
注 620007493 ホスビロンディスポ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸ナトリウム 日医工 607.00 後発品
注 620002297 ０．５％パートラン注ＰＢ ０．５％５ｍＬ１管 塩酸リドカイン 日新製薬（山形） 58.00 劇 後発品
注 620002298 ０．５％パートラン注ＰＢ ０．５％１０ｍＬ１管 塩酸リドカイン 日新製薬（山形） 68.00 劇 後発品
注 620005239 ローミス注５００μｇ ０．５ｍｇ１管 メコバラミン 東和薬品 56.00 後発品
外 660407012 アフロギス坐剤１００ １００ｍｇ１個 アセトアミノフェン 日新製薬（山形） 19.30
外 660407013 アフロギス坐剤２００ ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン 日新製薬（山形） 19.90 後発品
外 621938201 アフロギス坐剤５０ ５０ｍｇ１個 アセトアミノフェン 日新製薬（山形） 19.30
外 620007618 オキコナール腟錠１００ｍｇ 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 620007619 オキコナール腟錠６００ｍｇ 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 620007620 オラロン含嗽用液７％ ７％１ｍＬ ポビドンヨード 昭和薬品化工 2.40 後発品
外 620000377 ゲルナート軟膏０．１％ １ｍｇ１ｇ ゲンタマイシン硫酸塩 岩城製薬 8.20 後発品
外 620006426 サテリット注入・吸入用液２０Ｗ／Ｖ％ 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 660433028 シオスナール軟膏３％ ３％１ｇ ビダラビン 東和薬品 125.40 後発品
外 621362117 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「タナ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 621362238 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「タナベ」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 620007660 ゼムロンゲル０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 大正薬品工業 6.50 後発品
外 660453025 テルニジン外用液１０％ １０％１０ｍＬ ポビドンヨード 日新製薬（山形） 14.70 後発品
外 620007701 トラップオンパップ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インドメタシン ビオメディクス 19.30 後発品
外 620007716 ノフロキサン点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ ノルフロキサシン 日医工ファーマ 42.30 後発品
外 660444046 ミオナゼリン坐剤１０ １０ｍｇ１個 ドンペリドン 長生堂製薬 34.30 後発品
外 660444047 ミオナゼリン坐剤３０ ３０ｍｇ１個 ドンペリドン 長生堂製薬 47.50 後発品
外 660406116 メリカット坐剤１２．５ 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 660406117 メリカット坐剤２５ ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 日医工 19.90 劇 後発品
外 660406118 メリカット坐剤５０ ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 日医工 27.50 劇 後発品
外 660422072 モンロビア坐剤１０ １０ｍｇ１個 ドンペリドン 日新製薬（山形） 34.30 後発品
外 660422073 モンロビア坐剤３０ ３０ｍｇ１個 ドンペリドン 日新製薬（山形） 58.90 後発品
外 620007814 ロマールテープ２０ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェン ビオメディクス 12.80 後発品
外 620008551 ロマールテープ４０ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン ビオメディクス 18.10 後発品
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