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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 622483401 アイクルシグ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 ポナチニブ塩酸塩 大塚製薬 6,318.30 劇
内 622517101 イニシンク配合錠 １錠 アログリプチン安息香酸塩・

メトホルミン塩酸塩
武田薬品 174.20 劇

内 622516101 ウプトラビ錠０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１錠 セレキシパグ 日本新薬 1,407.90
内 622516201 ウプトラビ錠０．４ｍｇ ０．４ｍｇ１錠 セレキシパグ 日本新薬 2,815.80
内 622514601 エビリファイ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 アリピプラゾール 大塚製薬 31.30 劇
内 622515901 エレルサ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エルバスビル ＭＳＤ 26,900.50
内 622525901 カーバグル分散錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 カルグルミン酸 ポーラファルマ 16,295.10
内 622516401 キックリン顆粒８６．２％ ８６．２％１ｇ ビキサロマー アステラス製薬 102.80
内 622516001 グラジナ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 グラゾプレビル水和物 ＭＳＤ 9,607.30
内 622516701 ジャクスタピッドカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル ロミタピドメシル酸塩 ＡＥＧＥＲＩＯＮ 79,684.80 劇
内 622516801 ジャクスタピッドカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル ロミタピドメシル酸塩 ＡＥＧＥＲＩＯＮ 91,128.00 劇
内 622516901 ジャクスタピッドカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル ロミタピドメシル酸塩 ＡＥＧＥＲＩＯＮ 103,739.80 劇
内 622526001 ゼンタコートカプセル３ｍｇ ３ｍｇ１カプセル ブデソニド ゼリア新薬 256.90
内 620921005 タモキシフェン錠１０ｍｇ「ＭＹＬ」 １０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩 マイランＥＰＤ 88.40 後発品
内 620921905 タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＭＹＬ」 ２０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩 マイランＥＰＤ 182.70 後発品
内 622514901 デザレックス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 デスロラタジン ＭＳＤ 69.40
内 622516602 ビラノア錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ビラスチン 大鵬薬品 79.70
内 622472201 ブリリンタ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 チカグレロル アストラゼネカ 100.70
内 622472301 ブリリンタ錠９０ｍｇ ９０ｍｇ１錠 チカグレロル アストラゼネカ 141.40
内 622517401 ベルソムラ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 スボレキサント ＭＳＤ 68.00
内 622516502 ミカトリオ配合錠 １錠 テルミサルタン・アムロジピ

ンベシル酸塩・ヒドロクロロ
チアジド

日本ベーリンガーインゲル
ハイム

174.80 劇

内 622517001 リアルダ錠１２００ｍｇ １，２００ｍｇ１錠 メサラジン 持田製薬 212.00
内 622517701 リフキシマ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 リファキシミン あすか製薬 201.90
注 622525501 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ １，０００ｍｇ１００ｍＬ１

袋
アセトアミノフェン テルモ 332.00 劇

注 622526101 イデルビオン静注用２５０ ２５０国際単位１瓶（溶解液
付）

アルブトレペノナコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

ＣＳＬベーリング 87,532.00

注 622526201 イデルビオン静注用５００ ５００国際単位１瓶（溶解液
付）

アルブトレペノナコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

ＣＳＬベーリング 173,231.00

注 622526301 イデルビオン静注用１０００ １，０００国際単位１瓶（溶
解液付）

アルブトレペノナコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

ＣＳＬベーリング 342,833.00

注 622526401 イデルビオン静注用２０００ ２，０００国際単位１瓶（溶
解液付）

アルブトレペノナコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

ＣＳＬベーリング 678,486.00

注 622514701 エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ ３００ｍｇ１瓶 エロツズマブ（遺伝子組換
え）

ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

160,696.00 劇

注 622514801 エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ ４００ｍｇ１瓶 エロツズマブ（遺伝子組換
え）

ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

209,587.00 劇

注 622447001 エルネオパＮＦ１号輸液 １０００ｍＬ１キット アミノ酸・糖・電解質・ビタ
ミン

大塚製薬工場 1,387.00

注 622447201 エルネオパＮＦ１号輸液 １５００ｍＬ１キット アミノ酸・糖・電解質・ビタ
ミン

大塚製薬工場 1,757.00

注 622447401 エルネオパＮＦ１号輸液 ２０００ｍＬ１キット アミノ酸・糖・電解質・ビタ
ミン

大塚製薬工場 2,134.00

注 622447101 エルネオパＮＦ２号輸液 １０００ｍＬ１キット アミノ酸・糖・電解質・ビタ
ミン

大塚製薬工場 1,492.00

注 622447301 エルネオパＮＦ２号輸液 １５００ｍＬ１キット アミノ酸・糖・電解質・ビタ
ミン

大塚製薬工場 1,899.00

注 622447501 エルネオパＮＦ２号輸液 ２０００ｍＬ１キット アミノ酸・糖・電解質・ビタ
ミン

大塚製薬工場 2,317.00

注 622518901 コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン １５０ｍｇ１ｍＬ１キット セクキヌマブ（遺伝子組換
え）

ノバルティス　ファーマ 73,132.00 劇

注 622517201 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ ８０ｍｇ１瓶（溶解液付） デガレリクス酢酸塩 アステラス製薬 24,370.00 劇
注 622517301 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ １２０ｍｇ１瓶（溶解液付） デガレリクス酢酸塩 アステラス製薬 29,958.00 劇
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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 622523601 シグニフォーＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ ２０ｍｇ１キット（溶解液

付）
パシレオチドパモ酸塩 ノバルティス　ファーマ 184,876.00 劇

注 622523701 シグニフォーＬＡＲ筋注用キット４０ｍｇ ４０ｍｇ１キット（溶解液
付）

パシレオチドパモ酸塩 ノバルティス　ファーマ 331,728.00 劇

注 622523801 シグニフォーＬＡＲ筋注用キット６０ｍｇ ６０ｍｇ１キット（溶解液
付）

パシレオチドパモ酸塩 ノバルティス　ファーマ 466,987.00 劇

注 622508201 トルツ皮下注８０ｍｇシリンジ ８０ｍｇ１ｍＬ１筒 イキセキズマブ（遺伝子組換
え）

日本イーライリリー 146,244.00 劇

注 622508101 トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター ８０ｍｇ１ｍＬ１キット イキセキズマブ（遺伝子組換
え）

日本イーライリリー 146,244.00 劇

注 622518501 トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ ２５ｍｇ１瓶 ベンダムスチン塩酸塩 シンバイオ製薬 29,295.00 劇
注 622509701 ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ ４０ｍｇ０．４ｍＬ１筒 アダリムマブ（遺伝子組換

え）
アッヴィ 65,144.00 劇

注 622509801 ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ ８０ｍｇ０．８ｍＬ１筒 アダリムマブ（遺伝子組換
え）

アッヴィ 126,272.00 劇

注 622510301 プリズバインド静注液２．５ｇ ２．５ｇ５０ｍＬ１瓶 イダルシズマブ（遺伝子組換
え）

日本ベーリンガーインゲル
ハイム

199,924.00

注 622518601 リクラスト点滴静注液５ｍｇ ５ｍｇ１００ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸水和物 旭化成ファーマ 39,485.00 劇
外 622450201 スピオルトレスピマット６０吸入 ６０吸入１キット チオトロピウム臭化物水和

物・オロダテロール塩酸塩
日本ベーリンガーインゲル
ハイム

8,401.20

外 622507801 スピリーバ１．２５μｇレスピマット６０吸入 ７５μｇ１キット チオトロピウム臭化物水和物 日本ベーリンガーインゲル
ハイム

3,679.40

外 622509901 ミケルナ配合点眼液 １ｍＬ カルテオロール塩酸塩・ラタ
ノプロスト

大塚製薬 729.20

歯 628311401 リグロス歯科用液キット６００μｇ ６００μｇ１キット トラフェルミン（遺伝子組換
え）

科研製薬 20,670.90

歯 628311501 リグロス歯科用液キット１２００μｇ １，２００μｇ１キット トラフェルミン（遺伝子組換
え）

科研製薬 27,802.90
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