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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 621495902 アセチルシステイン内用液１７．６％「ショーワ」１７．６％１ｍＬ アセチルシステイン あゆみ製薬 99.40
内 620003894 塩酸バンコマイシン散０．５「ＭＥＥＫ」 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩 小林化工 1,513.30 後発品
内 620002678 塩酸ピルジカイニドカプセル２５ｍｇ「タイヨー」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 620002679 塩酸ピルジカイニドカプセル５０ｍｇ「タイヨー」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 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 あゆみ製薬 5.60 後発品
内 620000031 カルジール錠２００ ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン テバ製薬 8.10 後発品
内 620003965 スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「タイヨー」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 622103401 スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「タイヨー」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 620006949 スラマ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン 日医工 16.60 後発品
内 610412098 セループカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル テプレノン テバ製薬 6.80 後発品
内 622384301 タクロリムス錠０．５ｍｇ「参天」 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 あゆみ製薬 297.50 劇 後発品
内 622384401 タクロリムス錠１ｍｇ「参天」 １ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 あゆみ製薬 519.30 劇 後発品
内 622384501 タクロリムス錠１．５ｍｇ「参天」 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 あゆみ製薬 725.60 劇 後発品
内 622384601 タクロリムス錠３ｍｇ「参天」 ３ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 あゆみ製薬 1,281.70 劇 後発品
内 622384701 タクロリムス錠５ｍｇ「参天」 ５ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 あゆみ製薬 1,946.30 劇 後発品
内 610463109 チムケント錠２０ ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 日新製薬（山形） 56.20 後発品
内 620006999 トラネキサム酸シロップ５％「タイヨー」 ５％１ｍＬ トラネキサム酸 テバ製薬 3.40 後発品
内 611120158 フェノバルビタール「ホエイ」 １ｇ フェノバルビタール マイラン製薬 29.70 局 向 劇
内 620180101 ブチブロン錠１０ｍｇ 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 620004584 ペラプリン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド テバ製薬 5.60 局 後発品
内 620004079 マグラックス細粒８３％ ８３％１ｇ 酸化マグネシウム 吉田製薬 13.40 後発品
内 610453118 マグラックス錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 吉田製薬 5.60 後発品
内 610433135 マグラックス錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 吉田製薬 5.60 後発品
内 620008083 マグラックス錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 吉田製薬 5.60 後発品
内 610433136 マグラックス錠３３０ｍｇ ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 吉田製薬 5.60 後発品
内 620008084 マグラックス錠４００ｍｇ ４００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 吉田製薬 5.60 後発品
内 620002852 マグラックス錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム 吉田製薬 5.60 後発品
内 610463211 リオハード錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ニソルジピン テバ製薬 13.70 劇 後発品
内 620006171 レベニンＳ散 １ｇ ビフィズス菌 わかもと製薬 6.20 後発品
注 620006190 アスルダム注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 620006191 アスルダム注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 640453018 イオベリンシリンジ３００ ６４．７１％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール テバ製薬 5,453.00 局 後発品
注 640463007 イオベリンシリンジ３００ ６４．７１％５０ｍＬ１筒 イオヘキソール テバ製薬 3,624.00 局 後発品
注 620000191 イオベリンシリンジ３００ ６４．７１％８０ｍＬ１筒 イオヘキソール テバ製薬 5,041.00 局 後発品
注 620008813 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ベネシス」５％２５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン 日本血液製剤機構 6,067.00
注 620008812 献血アルブミン５％静注５ｇ／１００ｍＬ「ベネシス」５％１００ｍＬ１瓶 人血清アルブミン 日本血液製剤機構 3,492.00
注 621157301 赤十字アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ ２０％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン 日本血液製剤機構 5,022.00
注 621155201 赤十字アルブミン２０％静注４ｇ／２０ｍＬ ２０％２０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン 日本血液製剤機構 2,297.00
注 622104001 セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ「タイヨー」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 622104101 セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「タイヨー」 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 621101802 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「タイヨー」 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 621101902 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「タイヨー」 ２ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム テバ製薬 580.00 局 後発品
注 640463091 点滴静注用バンコマイシン０．５「ＭＥＥＫ」 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 622107901 点滴静注用バンコマイシン１．０「ＭＥＥＫ」 １ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩 小林化工 1,566.00 局 後発品
注 620005191 トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「タイヨー」 １０％１０ｍＬ１管 トラネキサム酸 テバ製薬 68.00 局 後発品
注 622192301 日赤ポリグロビンＮ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ１０ｇ１００ｍＬ１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 622192201 日赤ポリグロビン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 621758001 日赤ポリグロビン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 621758101 日赤ポリグロビン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 621758201 日赤ポリグロビン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 642190260 ヒシセオール液 ２００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖 ニプロ 185.00 後発品
注 642190261 ヒシセオール液 ５００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖 ニプロ 386.00 後発品
注 640407061 ヒシセオール液 ３００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖 ニプロ 272.00 後発品
注 620008232 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「タイヨー」 １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム テバ製薬 75.00 向 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 あゆみ製薬 50.10 後発品
外 620221002 ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ショーワ」 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 660463025 ヒアール点眼液０．１ 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
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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 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 あゆみ製薬 2.40 後発品
外 620003870 マイリー点鼻液０．１２５％ 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 620007795 マルチネスパップ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク 大石膏盛堂 14.80 後発品
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