
20151211追補分（12月10日，厚労省告示464号，追補収載，12月11日適用）.xls

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 621495903 アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 １７．６％１ｍＬ アセチルシステイン あゆみ製薬 99.40
内 621522601 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「テバ」 ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン テバ製薬 8.10 後発品
内 622453001 アマルエット配合錠１番「ＤＳＥＰ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア

トルバスタチンカルシウム水
和物

第一三共エスファ 45.20 劇 後発品

内 622462701 アマルエット配合錠１番「ＥＥ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

エルメッド　エーザイ 45.20 劇 後発品

内 622444001 アマルエット配合錠１番「ＫＮ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

小林化工 45.20 劇 後発品

内 622452401 アマルエット配合錠１番「ＴＣＫ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

辰巳化学 45.20 劇 後発品

内 622445401 アマルエット配合錠１番「ケミファ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

日本ケミファ 45.20 劇 後発品

内 622456901 アマルエット配合錠１番「サワイ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

沢井製薬 45.20 劇 後発品

内 622461101 アマルエット配合錠１番「サンド」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

サンド 45.20 劇 後発品

内 622447601 アマルエット配合錠１番「トーワ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

東和薬品 45.20 劇 後発品

内 622465301 アマルエット配合錠１番「日医工」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

日医工 45.20 劇 後発品

内 622467801 アマルエット配合錠１番「ニプロ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

ニプロ 45.20 劇 後発品

内 622453101 アマルエット配合錠２番「ＤＳＥＰ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

第一三共エスファ 72.00 劇 後発品

内 622462801 アマルエット配合錠２番「ＥＥ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

エルメッド　エーザイ 72.00 劇 後発品

内 622444101 アマルエット配合錠２番「ＫＮ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

小林化工 72.00 劇 後発品

内 622452501 アマルエット配合錠２番「ＴＣＫ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

辰巳化学 72.00 劇 後発品

内 622445501 アマルエット配合錠２番「ケミファ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

日本ケミファ 72.00 劇 後発品

内 622457001 アマルエット配合錠２番「サワイ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

沢井製薬 72.00 劇 後発品

内 622461201 アマルエット配合錠２番「サンド」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

サンド 72.00 劇 後発品

内 622447701 アマルエット配合錠２番「トーワ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

東和薬品 72.00 劇 後発品
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内 622465401 アマルエット配合錠２番「日医工」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア

トルバスタチンカルシウム水
和物

日医工 72.00 劇 後発品

内 622467901 アマルエット配合錠２番「ニプロ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

ニプロ 72.00 劇 後発品

内 622453201 アマルエット配合錠３番「ＤＳＥＰ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

第一三共エスファ 58.20 劇 後発品

内 622462901 アマルエット配合錠３番「ＥＥ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

エルメッド　エーザイ 58.20 劇 後発品

内 622444201 アマルエット配合錠３番「ＫＮ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

小林化工 58.20 劇 後発品

内 622452601 アマルエット配合錠３番「ＴＣＫ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

辰巳化学 58.20 劇 後発品

内 622445601 アマルエット配合錠３番「ケミファ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

日本ケミファ 58.20 劇 後発品

内 622457101 アマルエット配合錠３番「サワイ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

沢井製薬 58.20 劇 後発品

内 622461301 アマルエット配合錠３番「サンド」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

サンド 58.20 劇 後発品

内 622447801 アマルエット配合錠３番「トーワ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

東和薬品 58.20 劇 後発品

内 622465501 アマルエット配合錠３番「日医工」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

日医工 58.20 劇 後発品

内 622468001 アマルエット配合錠３番「ニプロ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

ニプロ 58.20 劇 後発品

内 622453301 アマルエット配合錠４番「ＤＳＥＰ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

第一三共エスファ 85.00 劇 後発品

内 622463001 アマルエット配合錠４番「ＥＥ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

エルメッド　エーザイ 85.00 劇 後発品

内 622444301 アマルエット配合錠４番「ＫＮ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

小林化工 85.00 劇 後発品

内 622452701 アマルエット配合錠４番「ＴＣＫ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

辰巳化学 85.00 劇 後発品

内 622445701 アマルエット配合錠４番「ケミファ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

日本ケミファ 85.00 劇 後発品

内 622457201 アマルエット配合錠４番「サワイ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

沢井製薬 85.00 劇 後発品

内 622461401 アマルエット配合錠４番「サンド」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

サンド 85.00 劇 後発品
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内 622447901 アマルエット配合錠４番「トーワ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア

トルバスタチンカルシウム水
和物

東和薬品 85.00 劇 後発品

内 622465601 アマルエット配合錠４番「日医工」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

日医工 85.00 劇 後発品

内 622468101 アマルエット配合錠４番「ニプロ」 １錠 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水
和物

ニプロ 85.00 劇 後発品

内 622453401 アムバロ配合錠「ＤＳＥＰ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

第一三共エスファ 57.30 劇 後発品

内 622463101 アムバロ配合錠「ＥＥ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

エルメッド　エーザイ 57.30 劇 後発品

内 622455101 アムバロ配合錠「ＦＦＰ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

富士フイルムファーマ 57.30 劇 後発品

内 622454301 アムバロ配合錠「ＪＧ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

日本ジェネリック 57.30 劇 後発品

内 622444501 アムバロ配合錠「ＫＮ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

小林化工 57.30 劇 後発品

内 622464301 アムバロ配合錠「ＳＮ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

シオノケミカル 57.30 劇 後発品

内 622451501 アムバロ配合錠「ＴＣＫ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

辰巳化学 57.30 劇 後発品

内 622443501 アムバロ配合錠「ＹＤ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

陽進堂 57.30 劇 後発品

内 622463801 アムバロ配合錠「アメル」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

共和薬品工業 57.30 劇 後発品

内 622468201 アムバロ配合錠「イセイ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

コーアイセイ 57.30 劇 後発品

内 622443901 アムバロ配合錠「オーハラ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

大原薬品工業 57.30 劇 後発品

内 622468301 アムバロ配合錠「科研」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

ダイト 57.30 劇 後発品

内 622443101 アムバロ配合錠「杏林」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

キョーリンリメディオ 57.30 劇 後発品

内 622445301 アムバロ配合錠「ケミファ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

日本ケミファ 57.30 劇 後発品

内 622457301 アムバロ配合錠「サワイ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

沢井製薬 57.30 劇 後発品

内 622460101 アムバロ配合錠「サンド」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

サンド 57.30 劇 後発品

内 622446601 アムバロ配合錠「タナベ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

田辺三菱製薬 57.30 劇 後発品

内 622458401 アムバロ配合錠「テバ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

テバ製薬 57.30 劇 後発品

内 622448001 アムバロ配合錠「トーワ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

東和薬品 57.30 劇 後発品

内 622465201 アムバロ配合錠「日医工」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

日医工 57.30 劇 後発品

内 622456301 アムバロ配合錠「日新」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

日新製薬（山形） 57.30 劇 後発品

内 622451101 アムバロ配合錠「ニットー」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

日東メディック 57.30 劇 後発品

内 622468401 アムバロ配合錠「ニプロ」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

ニプロ 57.30 劇 後発品

内 622455501 アムバロ配合錠「ファイザー」 １錠 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

ファイザー 57.30 劇 後発品
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内 622468501 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ

「ＣＨ」
３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル 長生堂製薬 17.80 後発品

内 622468601 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ
「ＣＨ」

６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル 長生堂製薬 33.00 後発品

内 622468701 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ
「ＣＨ」

９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル 長生堂製薬 48.40 後発品

内 622457401 イマチニブ錠２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩 沢井製薬 2,953.20 劇 後発品
内 621486801 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日新」 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 日新製薬（山形） 56.20 後発品
内 622452801 オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 第一三共 64.70
内 622452901 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 第一三共 123.30
内 622454201 オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 第一三共 187.70
内 622444601 オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「ＭＥＥＫ」 ０．５％１ｇ オロパタジン塩酸塩 小林化工 40.40 後発品
内 622454401 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 日本ジェネリック 24.00 後発品
内 622454501 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 日本ジェネリック 25.90 後発品
内 622467301 カムシア配合錠ＬＤ「あすか」 １錠 カンデサルタンシレキセチ

ル・アムロジピンベシル酸塩
あすか製薬 81.40 局 劇 後発品

内 622460201 カムシア配合錠ＬＤ「サンド」 １錠 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

サンド 81.40 局 劇 後発品

内 622468901 カムシア配合錠ＬＤ「ニプロ」 １錠 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

ニプロ 81.40 局 劇 後発品

内 622467401 カムシア配合錠ＨＤ「あすか」 １錠 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

あすか製薬 81.40 局 劇 後発品

内 622460301 カムシア配合錠ＨＤ「サンド」 １錠 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

サンド 81.40 局 劇 後発品

内 622468801 カムシア配合錠ＨＤ「ニプロ」 １錠 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

ニプロ 81.40 局 劇 後発品

内 620542904 カリジノゲナーゼ錠２５単位「あゆみ」 ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ あゆみ製薬 5.60 後発品
内 622459201 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「明治」 ２ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ

ファルマ
18.00 後発品

内 622459301 カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「明治」 ４ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

34.90 後発品

内 622459401 カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ「明治」 ８ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

67.80 後発品

内 622459501 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「明治」 １２ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

85.90 後発品

内 622442601 キプレスＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム 杏林製薬 222.00
内 621133002 サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「日医工」 ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン 日医工 16.60 後発品
内 621752001 酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 ８３％１ｇ 酸化マグネシウム 吉田製薬 13.40 後発品
内 620476901 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 吉田製薬 5.60 後発品
内 620477001 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 吉田製薬 5.60 後発品
内 621412101 酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨシダ」 ２００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 吉田製薬 5.60 後発品
内 621692201 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」 ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 吉田製薬 5.60 後発品
内 621867901 酸化マグネシウム錠３００ｍｇ「ヨシダ」 ３００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 吉田製薬 5.60 後発品
内 621868001 酸化マグネシウム錠４００ｍｇ「ヨシダ」 ４００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 吉田製薬 5.60 後発品
内 622446901 シングレアＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム ＭＳＤ 222.00
内 622103402 スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「テ

バ」
５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩 テバ製薬 33.40 後発品

内 621729601 スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「テ
バ」

１００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩 テバ製薬 33.70 後発品

内 622440801 セルセプト懸濁用散３１．８％ ２００ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の
内用液として）

ミコフェノール酸　モフェチ
ル

中外製薬 248.70 劇

内 622453501 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 第一三共エスファ 50.70 劇 後発品
内 622454601 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 日本ジェネリック 50.70 劇 後発品
内 622451601 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 辰巳化学 50.70 劇 後発品
内 622443601 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 陽進堂 50.70 劇 後発品
内 622463301 セルトラリン錠２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 共和薬品工業 50.70 劇 後発品
内 622469001 セルトラリン錠２５ｍｇ「科研」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン ダイト 50.70 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 622442801 セルトラリン錠２５ｍｇ「杏林」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン キョーリンリメディオ 50.70 劇 後発品
内 622445101 セルトラリン錠２５ｍｇ「ケミファ」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 日本ケミファ 50.70 劇 後発品
内 622457501 セルトラリン錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 沢井製薬 50.70 劇 後発品
内 622459901 セルトラリン錠２５ｍｇ「サンド」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン サンド 50.70 劇 後発品
内 622463901 セルトラリン錠２５ｍｇ「三和」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 三和化学研究所 50.70 劇 後発品
内 622449701 セルトラリン錠２５ｍｇ「タカタ」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 高田製薬 50.70 劇 後発品
内 622446701 セルトラリン錠２５ｍｇ「タナベ」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 田辺三菱製薬 50.70 劇 後発品
内 622467501 セルトラリン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 鶴原製薬 50.70 劇 後発品
内 622448101 セルトラリン錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 東和薬品 50.70 劇 後発品
内 622466201 セルトラリン錠２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 日医工 50.70 劇 後発品
内 622469101 セルトラリン錠２５ｍｇ「ニプロ」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン ニプロ 50.70 劇 後発品
内 622459601 セルトラリン錠２５ｍｇ「明治」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ

ファルマ
50.70 劇 後発品

内 622453601 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 第一三共エスファ 88.00 劇 後発品
内 622454701 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 日本ジェネリック 88.00 劇 後発品
内 622451701 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 辰巳化学 88.00 劇 後発品
内 622443701 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 陽進堂 88.00 劇 後発品
内 622463401 セルトラリン錠５０ｍｇ「アメル」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 共和薬品工業 88.00 劇 後発品
内 622469201 セルトラリン錠５０ｍｇ「科研」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン ダイト 88.00 劇 後発品
内 622442901 セルトラリン錠５０ｍｇ「杏林」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン キョーリンリメディオ 88.00 劇 後発品
内 622445201 セルトラリン錠５０ｍｇ「ケミファ」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 日本ケミファ 88.00 劇 後発品
内 622457601 セルトラリン錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 沢井製薬 88.00 劇 後発品
内 622460001 セルトラリン錠５０ｍｇ「サンド」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン サンド 88.00 劇 後発品
内 622464001 セルトラリン錠５０ｍｇ「三和」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 三和化学研究所 88.00 劇 後発品
内 622449801 セルトラリン錠５０ｍｇ「タカタ」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 高田製薬 88.00 劇 後発品
内 622446801 セルトラリン錠５０ｍｇ「タナベ」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 田辺三菱製薬 88.00 劇 後発品
内 622467601 セルトラリン錠５０ｍｇ「ツルハラ」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 鶴原製薬 88.00 劇 後発品
内 622448201 セルトラリン錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 東和薬品 88.00 劇 後発品
内 622466301 セルトラリン錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 日医工 88.00 劇 後発品
内 622469301 セルトラリン錠５０ｍｇ「ニプロ」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン ニプロ 88.00 劇 後発品
内 622459701 セルトラリン錠５０ｍｇ「明治」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ

ファルマ
88.00 劇 後発品

内 622463501 セルトラリン錠１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 共和薬品工業 152.90 劇 後発品
内 622464101 セルトラリン錠１００ｍｇ「三和」 １００ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 三和化学研究所 152.90 劇 後発品
内 622449901 セルトラリン錠１００ｍｇ「タカタ」 １００ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 高田製薬 152.90 劇 後発品
内 622467701 セルトラリン錠１００ｍｇ「ツルハラ」 １００ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 鶴原製薬 152.90 劇 後発品
内 622459801 セルトラリン錠１００ｍｇ「明治」 １００ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ

ファルマ
152.90 劇 後発品

内 622463601 セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 共和薬品工業 50.70 劇 後発品
内 622463701 セルトラリンＯＤ錠５０ｍｇ「アメル」 ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン 共和薬品工業 88.00 劇 後発品
内 622384303 タクロリムス錠０．５ｍｇ「あゆみ」 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 あゆみ製薬 297.50 劇 後発品
内 622384403 タクロリムス錠１ｍｇ「あゆみ」 １ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 あゆみ製薬 519.30 劇 後発品
内 622384503 タクロリムス錠１．５ｍｇ「あゆみ」 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 あゆみ製薬 725.60 劇 後発品
内 622384603 タクロリムス錠３ｍｇ「あゆみ」 ３ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 あゆみ製薬 1,281.70 劇 後発品
内 622384703 タクロリムス錠５ｍｇ「あゆみ」 ５ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 あゆみ製薬 1,946.30 劇 後発品
内 622444701 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＫＮ」 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩 小林化工 38.50 後発品
内 622444801 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＫＮ」 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩 小林化工 72.00 後発品
内 620447701 テプレノンカプセル５０ｍｇ「テバ」 ５０ｍｇ１カプセル テプレノン テバ製薬 6.80 後発品
内 620808102 トラネキサム酸シロップ５％「テバ」 ５％１ｍＬ トラネキサム酸 テバ製薬 3.40 後発品
内 622448401 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 ナフトピジル 東和薬品 49.60 局 後発品
内 622448501 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「トーワ」 ７５ｍｇ１錠 ナフトピジル 東和薬品 73.40 局 後発品
内 622448301 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 ナフトピジル 東和薬品 25.40 局 後発品
内 621470601 ニソルジピン錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 ニソルジピン テバ製薬 13.70 劇 後発品
内 622451801 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 辰巳化学 15.70 後発品
内 622469401 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「科研」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン ダイト 15.70 後発品
内 622465701 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 日医工 15.70 後発品
内 622456501 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン マイラン製薬 15.70 後発品
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内 622451901 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 辰巳化学 29.30 後発品
内 622469501 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「科研」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン ダイト 29.30 後発品
内 622465801 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「日医工」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 日医工 29.30 後発品
内 622456601 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ファイザー」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン マイラン製薬 29.30 後発品
内 622452001 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 辰巳化学 54.60 後発品
内 622469601 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「科研」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン ダイト 54.60 後発品
内 622465901 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「日医工」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 日医工 54.60 後発品
内 622456701 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「ファイザー」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン マイラン製薬 54.60 後発品
内 622452101 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「ＴＣＫ」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 辰巳化学 81.90 後発品
内 622469701 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「科研」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン ダイト 81.90 後発品
内 622466001 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「日医工」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン 日医工 81.90 後発品
内 622456801 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「ファイザー」 １６０ｍｇ１錠 バルサルタン マイラン製薬 81.90 後発品
内 621731302 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩 小林化工 1,513.30 後発品
内 622464601 ビオスリー配合ＯＤ錠 １錠 酪酸菌 東亜薬品工業 5.60
内 622464901 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＤＫ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 大興製薬 32.80 局 後発品
内 622465001 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＤＫ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 大興製薬 62.20 局 後発品
内 622465101 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＤＫ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 大興製薬 117.90 局 後発品
内 622457701 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 沢井製薬 32.80 後発品
内 622457801 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 沢井製薬 62.20 後発品
内 622457901 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 沢井製薬 117.90 後発品
内 621523301 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「テバ」 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩水和物 テバ製薬 28.10 局 劇 後発品
内 621523401 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「テバ」 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩水和物 テバ製薬 46.80 局 劇 後発品
内 620056616 フェノバルビタール「ホエイ」原末 １ｇ フェノバルビタール マイラン製薬 29.70 局 向 劇
内 620180102 ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「日新」 １０ｍｇ１錠 ブチルスコポラミン臭化物 日新製薬（山形） 5.40 後発品
内 622452201 フリウェル配合錠ＬＤ １錠 ノルエチステロン・エチニル

エストラジオール
持田製薬 173.30 後発品

内 622442701 ペンタサ顆粒９４％ ９４％１ｇ メサラジン 杏林製薬 164.90
内 622458101 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワイ」 ４００ｍｇ１錠 メサラジン 沢井製薬 48.40 後発品
内 620500702 メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド テバ製薬 5.60 局 後発品
内 622448601 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「トーワ」 ５００ｍｇ１錠 メトホルミン塩酸塩 東和薬品 10.40 局 劇 後発品
内 622466601 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「日医工」 ５００ｍｇ１錠 メトホルミン塩酸塩 日医工 10.40 局 劇 後発品
内 622441801 ユリーフＯＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 シロドシン キッセイ薬品工業 41.70 劇
内 622441901 ユリーフＯＤ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 シロドシン キッセイ薬品工業 81.30 劇
内 622458301 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩 沢井製薬 70.80 後発品
内 622469801 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＲＴＯ」 １５ｍｇ１錠 ランソプラゾール 遼東化学工業 34.80 後発品
内 622469901 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＲＴＯ」 ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾール 遼東化学工業 61.80 後発品
内 622461001 リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 ６００ｍｇ１錠 リネゾリド Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ

ファルマ
7,030.70 後発品

内 622454101 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １００ｍｇ１錠 レバミピド 第一三共エスファ 9.60 局 後発品
内 620418401 レベニンＳ配合散 １ｇ ビフィズス菌 わかもと製薬 6.20 後発品
内 622451201 レベニン錠 １錠 耐性乳酸菌 わかもと製薬 5.80 後発品
内 622451301 レベニンＳ配合錠 １錠 ビフィズス菌 わかもと製薬 6.20 後発品
内 622470001 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「イセイ」 １００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物 コーアイセイ 58.40 後発品
内 622466401 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物 日医工 58.40 後発品
内 622470101 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「フソー」 １００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物 扶桑薬品工業 58.40 後発品
内 622470201 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「イセイ」 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物 コーアイセイ 175.20 後発品
内 622466501 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「日医工」 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物 日医工 175.20 後発品
内 622470301 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「フソー」 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物 扶桑薬品工業 175.20 後発品
内 622463201 ロサルヒド配合錠ＨＤ「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 104.30 局 後発品

内 622454801 ロサルヒド配合錠ＨＤ「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 104.30 局 後発品

内 622444401 ロサルヒド配合錠ＨＤ「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 104.30 局 後発品

内 622443001 ロサルヒド配合錠ＨＤ「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 104.30 局 後発品
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内 622464201 ロサルヒド配合錠ＨＤ「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 104.30 局 後発品

内 622459101 ロサルヒド配合錠ＨＤ「テバ」 １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

テバ製薬 104.30 局 後発品

注 620760901 アスルダム配合注１ｍＬ １ｍＬ１管 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

ニプロ 58.00 後発品

注 620762101 アスルダム配合注２ｍＬ ２ｍＬ１管 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

ニプロ 95.00 後発品

注 622364701 アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲ
Ｉ」

６０ｍｇ２０ｍＬ１筒 アデノシン 富士フイルムＲＩファーマ 7,172.00 後発品

注 622450501 イオパミドール３７０注シリンジ６５ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

７５．５２％６５ｍＬ１筒 イオパミドール 光製薬 3,334.00 局 後発品

注 621490401 イオベリン３００注シリンジ５０ｍＬ ６４．７１％５０ｍＬ１筒 イオヘキソール テバ製薬 3,624.00 局 後発品
注 621452201 イオベリン３００注シリンジ１００ｍＬ ６４．７１％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール テバ製薬 5,453.00 局 後発品
注 621535101 イオベリン３００注シリンジ８０ｍＬ ６４．７１％８０ｍＬ１筒 イオヘキソール テバ製薬 5,041.00 局 後発品
注 622459001 イオベリン３５０注シリンジ４５ｍＬ ７５．４９％４５ｍＬ１筒 イオヘキソール テバ製薬 3,646.00 局 後発品
注 622470401 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ハンル

イ」
４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 ハンルイ医薬 2,491.00 劇 後発品

注 622470501 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ハン
ルイ」

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 ハンルイ医薬 5,719.00 劇 後発品

注 622461701 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ／４０ｍ
Ｌ「サンド」

２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン サンド 62,068.00 毒 後発品

注 622460601 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ／４０ｍ
Ｌ「ホスピーラ」

２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン ホスピーラ・ジャパン 62,068.00 毒 後発品

注 622462201 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ／１００ｍＬ
バッグ「ＩＰ」

８０ｍｇ１００ｍＬ１袋 オザグレルナトリウム 共和クリティケア 1,575.00 後発品

注 622454900 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 ２，０００単位１瓶（溶解液
付）

120,865.00

注 622460401 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５．３ｍＬ
「ホスピーラ」

２００ｍｇ５．３ｍＬ１瓶 ゲムシタビン塩酸塩 ホスピーラ・ジャパン 1,825.00 劇 後発品

注 622460501 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２６．３ｍＬ「ホ
スピーラ」

１ｇ２６．３ｍＬ１瓶 ゲムシタビン塩酸塩 ホスピーラ・ジャパン 12,649.00 劇 後発品

注 621356303 献血アルブミン５％静注５ｇ／１００ｍＬ「Ｊ
Ｂ」

５％１００ｍＬ１瓶 人血清アルブミン 日本血液製剤機構 3,492.00

注 621755403 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ
「ＪＢ」

５％２５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン 日本血液製剤機構 6,067.00

注 621155202 献血アルブミン２０％静注４ｇ／２０ｍＬ「Ｊ
Ｂ」

２０％２０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン 日本血液製剤機構 2,297.00

注 621157302 献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「Ｊ
Ｂ」

２０％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン 日本血液製剤機構 5,022.00

注 621758002 献血ポリグロビンＮ５％静注０．５ｇ／１０ｍＬ ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブ
リン

日本血液製剤機構 5,040.00

注 621758102 献血ポリグロビンＮ５％静注２．５ｇ／５０ｍＬ ２．５ｇ５０ｍＬ１瓶 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブ
リン

日本血液製剤機構 22,207.00

注 621758202 献血ポリグロビンＮ５％静注５ｇ／１００ｍＬ ５ｇ１００ｍＬ１瓶 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブ
リン

日本血液製剤機構 41,914.00

注 622192202 献血ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ ５ｇ５０ｍＬ１瓶 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブ
リン

日本血液製剤機構 41,914.00

注 622192302 献血ポリグロビンＮ１０％静注１０ｇ／１００ｍ
Ｌ

１０ｇ１００ｍＬ１瓶 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブ
リン

日本血液製剤機構 80,314.00

注 622464401 スルバクシン静注用３ｇ （３ｇ）１瓶 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

シオノケミカル 436.00 後発品

注 622104002 セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ「テバ」 ２５０ｍｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム テバ製薬 95.00 局 後発品
注 622104102 セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「テバ」 ５００ｍｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム テバ製薬 163.00 局 後発品
注 621101803 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「テバ」 １ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム テバ製薬 286.00 局 後発品
注 621101903 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「テバ」 ２ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム テバ製薬 580.00 局 後発品
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注 622461501 ソマトロピンＢＳ皮下注５ｍｇ「サンド」シュア

パル
５ｍｇ１筒 ソマトロピン（遺伝子組換

え）
サンド 24,930.00 後発品

注 622461601 ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」シュ
アパル

１０ｍｇ１筒 ソマトロピン（遺伝子組換
え）

サンド 47,675.00 後発品

注 622344601 ソリタックス－Ｈ輸液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 233.00
注 622344801 ソリタ－Ｔ１号輸液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 171.00
注 622344701 ソリタ－Ｔ１号輸液 ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 143.00
注 622344901 ソリタ－Ｔ２号輸液 ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 161.00
注 622345001 ソリタ－Ｔ２号輸液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 178.00
注 622345401 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 156.00
注 622345301 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 149.00
注 622345201 ソリタ－Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 157.00
注 622345101 ソリタ－Ｔ３号輸液 ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 142.00
注 622345501 ソリタ－Ｔ４号輸液 ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 136.00
注 622345601 ソリタ－Ｔ４号輸液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 170.00
注 622441401 タゾピペ配合静注用２．２５「ＣＨＭ」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ

ペラシリンナトリウム
ケミックス 930.00 局 後発品

注 622464701 タゾピペ配合静注用２．２５「ＤＫ」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

大興製薬 930.00 局 後発品

注 622453701 タゾピペ配合静注用２．２５「ＤＳＥＰ」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

第一三共エスファ 930.00 局 後発品

注 622450601 タゾピペ配合静注用２．２５「ＳＮ」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

シオノケミカル 930.00 局 後発品

注 622461801 タゾピペ配合静注用２．２５「サンド」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

サンド 930.00 局 後発品

注 622458801 タゾピペ配合静注用２．２５「テバ」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

テバ製薬 930.00 局 後発品

注 622467001 タゾピペ配合静注用２．２５「日医工」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

日医工 930.00 局 後発品

注 622470601 タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

ニプロ 930.00 局 後発品

注 622455601 タゾピペ配合静注用２．２５「ファイザー」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

マイラン製薬 930.00 局 後発品

注 622460701 タゾピペ配合静注用２．２５「明治」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

930.00 局 後発品

注 622441501 タゾピペ配合静注用４．５「ＣＨＭ」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

ケミックス 1,384.00 局 後発品

注 622464801 タゾピペ配合静注用４．５「ＤＫ」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

大興製薬 1,384.00 局 後発品

注 622453801 タゾピペ配合静注用４．５「ＤＳＥＰ」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

第一三共エスファ 1,384.00 局 後発品

注 622450701 タゾピペ配合静注用４．５「ＳＮ」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

シオノケミカル 1,384.00 局 後発品

注 622461901 タゾピペ配合静注用４．５「サンド」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

サンド 1,384.00 局 後発品

注 622458901 タゾピペ配合静注用４．５「テバ」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

テバ製薬 1,384.00 局 後発品

注 622467101 タゾピペ配合静注用４．５「日医工」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

日医工 1,384.00 局 後発品

注 622470701 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

ニプロ 1,384.00 局 後発品

注 622455701 タゾピペ配合静注用４．５「ファイザー」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

マイラン製薬 1,384.00 局 後発品

注 622460801 タゾピペ配合静注用４．５「明治」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

1,384.00 局 後発品

注 622454001 タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ＤＳＥ
Ｐ」

（４．５ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

第一三共エスファ 1,902.00 後発品
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注 622470901 タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ニプロ」 （４．５ｇ）１キット（生理

食塩液１００ｍＬ付）
タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

ニプロ 1,902.00 後発品

注 622455901 タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ファイ
ザー」

（４．５ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

マイラン製薬 1,902.00 後発品

注 622462101 タゾピペ配合点滴静注用４．５バッグ「サンド」 （４．５ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

サンド 1,902.00 後発品

注 622453901 タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２５「ＤＳＥ
Ｐ」

（２．２５ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

第一三共エスファ 1,448.00 後発品

注 622470801 タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２５「ニプ
ロ」

（２．２５ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

ニプロ 1,448.00 後発品

注 622455801 タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２５「ファイ
ザー」

（２．２５ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

マイラン製薬 1,448.00 後発品

注 622462001 タゾピペ配合点滴静注用２．２５バッグ「サン
ド」

（２．２５ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

サンド 1,448.00 後発品

注 620809902 トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「テバ」 １０％１０ｍＬ１管 トラネキサム酸 テバ製薬 68.00 局 後発品
注 621487501 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥ

ＥＫ」
０．５ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩 小林化工 1,132.00 局 後発品

注 622107902 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１．０ｇ「ＭＥ
ＥＫ」

１ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩 小林化工 1,566.00 局 後発品

注 620368801 ヒシセオール配合点滴静注 ２００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖 ニプロ 185.00 後発品
注 620369201 ヒシセオール配合点滴静注 ５００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖 ニプロ 386.00 後発品
注 620369601 ヒシセオール配合点滴静注 ３００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖 ニプロ 272.00 後発品
注 622467201 ピシリバクタ静注用３ｇ （３ｇ）１瓶 スルバクタムナトリウム・ア

ンピシリンナトリウム
日医工 436.00 後発品

注 622458001 ヘパリンＣａ皮下注１万単位／０．４ｍＬ「サワ
イ」

１０，０００単位１瓶 ヘパリンカルシウム 沢井製薬 473.00 後発品

注 622458501 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「テ
バ」

２．５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール テバ製薬 666.00 劇 後発品

注 622466701 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「日医
工」

２．５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール 日医工 666.00 劇 後発品

注 622471001 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ニプ
ロ」

２．５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール ナガセ医薬品 666.00 劇 後発品

注 622456001 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ファ
イザー」

２．５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール マイラン製薬 666.00 劇 後発品

注 622458601 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「テバ」 ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール テバ製薬 865.00 劇 後発品
注 622466801 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「日医工」 ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール 日医工 865.00 劇 後発品
注 622471101 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ニプロ」 ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール ナガセ医薬品 865.00 劇 後発品
注 622456101 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ファイ

ザー」
５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール マイラン製薬 865.00 劇 後発品

注 622458701 マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「テバ」 １０μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール テバ製薬 1,123.00 劇 後発品
注 622466901 マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「日医

工」
１０μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール 日医工 1,123.00 劇 後発品

注 622471201 マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「ニプ
ロ」

１０μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール ナガセ医薬品 1,123.00 劇 後発品

注 622456201 マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「ファイ
ザー」

１０μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール マイラン製薬 1,123.00 劇 後発品

注 621837101 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム テバ製薬 75.00 向 後発品
注 622471301 メロペネム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」 １ｇ１キット（生理食塩液１

００ｍＬ付）
メロペネム水和物 ニプロ 1,903.00 後発品

注 622460901 メロペネム点滴静注用バッグ１ｇ「明治」 １ｇ１キット（生理食塩液１
００ｍＬ付）

メロペネム水和物 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

1,616.00 局 後発品

注 622458201 ユーシオン－Ｓ静注用３ｇ （３ｇ）１瓶 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

沢井製薬 436.00 後発品

注 622441301 ユナスピン静注用３ｇ （３ｇ）１瓶 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

ケミックス 436.00 後発品

注 622344501 リナセート輸液 ２００ｍＬ１袋 ブドウ糖加酢酸リンゲル エイワイファーマ 156.00 後発品
注 622446001 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 ５００ｍＬ１袋 陽進堂 135.00 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 622445901 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 ２００ｍＬ１袋 陽進堂 131.00 後発品
注 622446201 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ１袋 陽進堂 125.00 後発品
注 622446101 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 ２００ｍＬ１袋 陽進堂 125.00 後発品
注 622446401 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 ５００ｍＬ１袋 陽進堂 128.00 後発品
注 622446301 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 ２００ｍＬ１袋 陽進堂 127.00 後発品
外 620385702 アセチルシステインＮａ塩注入・吸入用液２０Ｗ

／Ｖ％「あゆみ」
１７．６２％２ｍＬ１管 アセチルシステイン あゆみ製薬 50.10 後発品

外 622443201 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「杏林」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェン キョーリンリメディオ 12.80 後発品
外 622443301 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「杏林」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン キョーリンリメディオ 18.10 後発品
外 620221005 ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「あゆみ」 ０．１％１ｍＬ ジクロフェナクナトリウム あゆみ製薬 49.00 後発品
外 622450001 デスモプレシン点鼻スプレー０．０１％「ＩＬ

Ｓ」
５００μｇ１瓶 デスモプレシン酢酸塩水和物 ＩＬＳ 3,681.00 劇 後発品

外 621467404 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「杏林」 ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム キョーリンリメディオ 184.70 後発品
外 622443401 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「杏林」 ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム キョーリンリメディオ 259.80 後発品
外 621293701 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク 大石膏盛堂 14.80 後発品
外 622450801 ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「ニットー」 ０．１％１ｍＬ ブロムフェナクナトリウム水

和物
東亜薬品 69.60 後発品

外 620231104 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０
μｇ「ファイザー」

９．３７５ｍｇ７．５ｇ１瓶 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

マイラン製薬 468.00 後発品

外 620415402 ポビドンヨードガーグル７％「あゆみ」 ７％１ｍＬ ポビドンヨード あゆみ製薬 2.40 後発品
外 622466101 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン 久光製薬 43.70
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