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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 621363608 アフロクアロン錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 アフロクアロン 東和薬品 7.70 後発品
内 622032302 アロプリノール錠５０ｍｇ「イセイ」 ５０ｍｇ１錠 アロプリノール コーアイセイ 6.00 局 後発品
内 622586801 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン ＤＳファーマバイオメディ

カル
29.50 後発品

内 622599601 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン エルメッドエーザイ 29.50 後発品
内 622601601 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＫＮ」 ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン 小林化工 29.50 後発品
内 622594101 イルベサルタン錠５０ｍｇ「オーハラ」 ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン 大原薬品 29.50 後発品
内 622582901 イルベサルタン錠５０ｍｇ「共創未来」 ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン 共創未来 29.50 後発品
内 622577201 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ケミファ」 ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン 日本ケミファ 29.50 後発品
内 622587501 イルベサルタン錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン 沢井製薬 29.50 後発品
内 622579901 イルベサルタン錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン 東和薬品 29.50 後発品
内 622598701 イルベサルタン錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン 日医工 29.50 後発品
内 622601701 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ニプロ」 ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン ニプロ 29.50 後発品
内 622586901 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 １００ｍｇ１錠 イルベサルタン ＤＳファーマバイオメディ

カル
56.20 後発品

内 622599701 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 １００ｍｇ１錠 イルベサルタン エルメッドエーザイ 56.20 後発品
内 622601801 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＫＮ」 １００ｍｇ１錠 イルベサルタン 小林化工 56.20 後発品
内 622594201 イルベサルタン錠１００ｍｇ「オーハラ」 １００ｍｇ１錠 イルベサルタン 大原薬品 56.20 後発品
内 622583001 イルベサルタン錠１００ｍｇ「共創未来」 １００ｍｇ１錠 イルベサルタン 共創未来 56.20 後発品
内 622577301 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ケミファ」 １００ｍｇ１錠 イルベサルタン 日本ケミファ 56.20 後発品
内 622587601 イルベサルタン錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠 イルベサルタン 沢井製薬 56.20 後発品
内 622579701 イルベサルタン錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 イルベサルタン 東和薬品 56.20 後発品
内 622598801 イルベサルタン錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 イルベサルタン 日医工 56.20 後発品
内 622601901 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ニプロ」 １００ｍｇ１錠 イルベサルタン ニプロ 56.20 後発品
内 622587001 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン ＤＳファーマバイオメディ

カル
84.30 後発品

内 622599801 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン エルメッドエーザイ 84.30 後発品
内 622602001 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＫＮ」 ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン 小林化工 84.30 後発品
内 622594301 イルベサルタン錠２００ｍｇ「オーハラ」 ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン 大原薬品 84.30 後発品
内 622583101 イルベサルタン錠２００ｍｇ「共創未来」 ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン 共創未来 84.30 後発品
内 622577401 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ケミファ」 ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン 日本ケミファ 84.30 後発品
内 622587701 イルベサルタン錠２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン 沢井製薬 84.30 後発品
内 622579801 イルベサルタン錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン 東和薬品 84.30 後発品
内 622598901 イルベサルタン錠２００ｍｇ「日医工」 ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン 日医工 84.30 後発品
内 622602101 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ニプロ」 ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン ニプロ 84.30 後発品
内 622579501 イルベサルタンＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン 東和薬品 29.50 後発品
内 622579401 イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 イルベサルタン 東和薬品 56.20 後発品
内 622579601 イルベサルタンＯＤ錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン 東和薬品 84.30 後発品
内 621682502 エパルレスタット錠５０ｍｇ「杏林」 ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット キョーリンリメディオ 42.50 局 後発品
内 621679601 エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル１ｍｇ

「トーワ」
１ｍｇ１カプセル エメダスチンフマル酸塩 東和薬品 27.90 局 後発品

内 621679701 エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル２ｍｇ
「トーワ」

２ｍｇ１カプセル エメダスチンフマル酸塩 東和薬品 33.40 局 後発品

内 622576301 オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義製薬 139.60 麻 劇
内 622576401 オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義製薬 261.30 麻 劇
内 622576501 オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義製薬 486.10 麻 劇
内 622576601 オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義製薬 891.40 麻 劇
内 622599101 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 ２．５ｍｇ１錠 オランザピン 日医工 44.10 劇 後発品
内 622591401 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日本ジェネリック 23.70 局 後発品
内 622603201 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 小林化工 23.70 局 後発品
内 622585701 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 辰巳化学 23.70 局 後発品
内 622574801 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 陽進堂 23.70 局 後発品
内 622592201 オルメサルタン錠１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 大原薬品 23.70 局 後発品
内 622589501 オルメサルタン錠１０ｍｇ「杏林」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル キョーリンリメディオ 23.70 局 後発品
内 622577601 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日本ケミファ 23.70 局 後発品
内 622593401 オルメサルタン錠１０ｍｇ「三和」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日本薬品 23.70 局 後発品
内 622597101 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 鶴原製薬 23.70 局 後発品
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内 622597701 オルメサルタン錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日医工 23.70 局 後発品
内 622595001 オルメサルタン錠１０ｍｇ「日新」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日新（山形） 23.70 局 後発品
内 622603301 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ニプロ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル ニプロ 23.70 局 後発品
内 622591501 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日本ジェネリック 45.10 局 後発品
内 622603401 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 小林化工 45.10 局 後発品
内 622585801 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 辰巳化学 45.10 局 後発品
内 622574901 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 陽進堂 45.10 局 後発品
内 622592301 オルメサルタン錠２０ｍｇ「オーハラ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 大原薬品 45.10 局 後発品
内 622589601 オルメサルタン錠２０ｍｇ「杏林」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル キョーリンリメディオ 45.10 局 後発品
内 622577701 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ケミファ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日本ケミファ 45.10 局 後発品
内 622593501 オルメサルタン錠２０ｍｇ「三和」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日本薬品 45.10 局 後発品
内 622597201 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ツルハラ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 鶴原製薬 45.10 局 後発品
内 622597801 オルメサルタン錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日医工 45.10 局 後発品
内 622595101 オルメサルタン錠２０ｍｇ「日新」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日新（山形） 45.10 局 後発品
内 622603501 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ニプロ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル ニプロ 45.10 局 後発品
内 622591301 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日本ジェネリック 12.50 局 後発品
内 622603001 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＫＮ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 小林化工 12.50 局 後発品
内 622585601 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 辰巳化学 12.50 局 後発品
内 622574701 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＹＤ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 陽進堂 12.50 局 後発品
内 622600401 オルメサルタン錠５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 共和薬品 12.50 局 後発品
内 622592101 オルメサルタン錠５ｍｇ「オーハラ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 大原薬品 12.50 局 後発品
内 622589401 オルメサルタン錠５ｍｇ「杏林」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル キョーリンリメディオ 12.50 局 後発品
内 622577501 オルメサルタン錠５ｍｇ「ケミファ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日本ケミファ 12.50 局 後発品
内 622593301 オルメサルタン錠５ｍｇ「三和」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日本薬品 12.50 局 後発品
内 622597001 オルメサルタン錠５ｍｇ「ツルハラ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 鶴原製薬 12.50 局 後発品
内 622597601 オルメサルタン錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日医工 12.50 局 後発品
内 622594901 オルメサルタン錠５ｍｇ「日新」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日新（山形） 12.50 局 後発品
内 622603101 オルメサルタン錠５ｍｇ「ニプロ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル ニプロ 12.50 局 後発品
内 622591601 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日本ジェネリック 67.70 局 後発品
内 622603601 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＫＮ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 小林化工 67.70 局 後発品
内 622585901 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 辰巳化学 67.70 局 後発品
内 622575001 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 陽進堂 67.70 局 後発品
内 622600501 オルメサルタン錠４０ｍｇ「アメル」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 共和薬品 67.70 局 後発品
内 622592401 オルメサルタン錠４０ｍｇ「オーハラ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 大原薬品 67.70 局 後発品
内 622589701 オルメサルタン錠４０ｍｇ「杏林」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル キョーリンリメディオ 67.70 局 後発品
内 622577801 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ケミファ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日本ケミファ 67.70 局 後発品
内 622593601 オルメサルタン錠４０ｍｇ「三和」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日本薬品 67.70 局 後発品
内 622597301 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ツルハラ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 鶴原製薬 67.70 局 後発品
内 622597901 オルメサルタン錠４０ｍｇ「日医工」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日医工 67.70 局 後発品
内 622595201 オルメサルタン錠４０ｍｇ「日新」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日新（山形） 67.70 局 後発品
内 622603701 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ニプロ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル ニプロ 67.70 局 後発品
内 622600001 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル エルメッドエーザイ 23.70 後発品
内 622602401 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 小林化工 23.70 後発品
内 622593701 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 共和薬品 23.70 後発品
内 622587901 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 沢井製薬 23.70 後発品
内 622580001 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 東和薬品 23.70 後発品
内 622598001 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日医工 23.70 後発品
内 622602501 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ニプロ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル ニプロ 23.70 後発品
内 622584401 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル マイラン製薬 23.70 後発品
内 622600101 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＥＥ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル エルメッドエーザイ 45.10 後発品
内 622602601 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＫＮ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 小林化工 45.10 後発品
内 622593801 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「アメル」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 共和薬品 45.10 後発品
内 622588001 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 沢井製薬 45.10 後発品
内 622580101 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 東和薬品 45.10 後発品
内 622598101 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日医工 45.10 後発品
内 622602701 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル ニプロ 45.10 後発品
内 622584501 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル マイラン製薬 45.10 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 622600201 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＥＥ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル エルメッドエーザイ 67.70 後発品
内 622602801 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＫＮ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 小林化工 67.70 後発品
内 622588101 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワイ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 沢井製薬 67.70 後発品
内 622580201 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 東和薬品 67.70 後発品
内 622598201 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「日医工」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 日医工 67.70 後発品
内 622602901 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ニプロ」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル ニプロ 67.70 後発品
内 622584601 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ファイザー」 ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル マイラン製薬 67.70 後発品
内 622599901 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル エルメッドエーザイ 12.50 後発品
内 622602201 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 小林化工 12.50 後発品
内 622587801 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 沢井製薬 12.50 後発品
内 622580301 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル 東和薬品 12.50 後発品
内 622602301 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ニプロ」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル ニプロ 12.50 後発品
内 622584301 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル マイラン製薬 12.50 後発品
内 622597401 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＳＵ」 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 鶴原製薬 16.60 局 後発品
内 621629502 クエンメット配合散 １ｇ クエン酸カリウム・クエン酸

ナトリウム水和物
日本薬品 8.40 後発品

内 621629402 クエンメット配合錠 １錠 クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

日本薬品 5.80 後発品

内 620939901 クレマスチン錠１ｍｇ「イセイ」 １ｍｇ１錠 クレマスチンフマル酸塩 コーアイセイ 5.00 後発品
内 622585201 クレメジン速崩錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 球形吸着炭 クレハ 47.80
内 621635802 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「杏林」 ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン キョーリンリメディオ 9.90 局 劇 後発品
内 622583601 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「キッセイ」 １ｍｇ１錠 ジエノゲスト ジェイドルフ 198.10 後発品
内 622580801 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 ジエノゲスト 東和薬品 198.10 後発品
内 620079303 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「イセイ」 ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム コーアイセイ 5.60 劇 後発品
内 622588201 シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 シタフロキサシン水和物 沢井製薬 92.50 後発品
内 620937604 シプロヘプタジン塩酸塩シロップ０．０４％「武

田テバ」
０．０４％１０ｍＬ シプロヘプタジン塩酸塩水和

物
武田テバファーマ 9.30 後発品

内 620422003 ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 ４０ｍｇ１錠 ジメチコン 陽進堂 5.60 後発品
内 621800801 スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「トー

ワ」
５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩 東和薬品 29.10 後発品

内 621746501 スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
「トーワ」

１００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩 東和薬品 29.50 後発品

内 621082405 セファレキシン複合顆粒５００ｍｇ「トーワ」 ５００ｍｇ１ｇ セファレキシン 東和薬品 79.40 局
内 622603801 センノシド錠１２ｍｇ「ホリイ」 １２ｍｇ１錠 センノシド 堀井薬品 5.00 後発品
内 620421501 耐性乳酸菌散１０％「トーワ」 １ｇ 耐性乳酸菌 東和薬品 6.20 後発品
内 622590901 タクロリムス錠２ｍｇ「あゆみ」 ２ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 あゆみ製薬 769.90 劇 後発品
内 622580901 タクロリムス錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 東和薬品 769.90 劇 後発品
内 621369212 デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１０％

「トーワ」
１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化

水素酸塩水和物
東和薬品 8.60 劇 後発品

内 620374101 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ
「トーワ」

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

東和薬品 5.60 後発品

内 620445701 テプレノン細粒１０％「ＹＤ」 １０％１ｇ テプレノン 陽進堂 11.90 後発品
内 620448401 テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＹＤ」 ５０ｍｇ１カプセル テプレノン 陽進堂 6.20 局 後発品
内 622576801 テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 ２０ｍｇ１錠 テモゾロミド 日本化薬 1,398.50 毒 後発品
内 622576901 テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 １００ｍｇ１錠 テモゾロミド 日本化薬 6,992.30 毒 後発品
内 622593901 テラムロ配合錠ＡＰ「ＪＧ」 １錠 テルミサルタン・アムロジピ

ンベシル酸塩
日本ジェネリック 58.70 劇 後発品

内 622594001 テラムロ配合錠ＢＰ「ＪＧ」 １錠 テルミサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

日本ジェネリック 89.10 劇 後発品

内 622595601 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「クニヒロ」 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 皇漢堂 85.50 劇 後発品
内 622595701 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「クニヒロ」 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 皇漢堂 125.70 劇 後発品
内 622595801 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「クニヒロ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 皇漢堂 156.40 劇 後発品
内 621361508 トフィソパム錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 トフィソパム 東和薬品 5.80 後発品
内 622603901 トミロン細粒小児用２０％ ２００ｍｇ１ｇ セフテラム　ピボキシル 富山化学 186.00 局
内 622601001 トラセミド錠４ｍｇ「ＫＯ」 ４ｍｇ１錠 トラセミド 寿製薬 11.70 後発品
内 622601101 トラセミド錠８ｍｇ「ＫＯ」 ８ｍｇ１錠 トラセミド 寿製薬 18.50 後発品
内 622589801 トレリーフＯＤ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ゾニサミド 大日本住友製薬 1,673.90 劇
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内 620348401 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 621526601 ニルバジピン錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠 ニルバジピン 東和薬品 9.60 局 劇 後発品
内 621685001 ニルバジピン錠４ｍｇ「トーワ」 ４ｍｇ１錠 ニルバジピン 東和薬品 13.30 局 劇 後発品
内 622574101 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＣＨＭ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 ケミックス 188.80 局 後発品
内 620488301 ピコスルファートナトリウム顆粒１％「イセイ」 １％１ｇ ピコスルファートナトリウム

水和物
コーアイセイ 9.70 後発品

内 620489102 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「イセ
イ」

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム
水和物

コーアイセイ 5.80 後発品

内 622591001 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 日本ジェネリック 9.90 局 後発品

内 622604001 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＫＯＧ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム テイカ製薬 24.40 局 後発品
内 622604101 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＫＯＧ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム テイカ製薬 46.30 局 後発品
内 622604201 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＫＯＧ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム テイカ製薬 90.90 局 後発品
内 622575801 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル 第一三共エスファ 209.70 後発品
内 622594401 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル ダイト 209.70 後発品
内 622604301 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル 小林化工 209.70 後発品
内 622575101 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル コーアバイオテックベイ 209.70 後発品
内 622583301 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「共創未来」 ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル 共創未来 209.70 後発品
内 622588301 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「サワイ」 ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル 沢井製薬 209.70 後発品
内 622578301 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「タカタ」 ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル 高田製薬 209.70 後発品
内 622581001 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル 東和薬品 209.70 後発品
内 622599001 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「日医工」 ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル 日医工 209.70 後発品
内 622584901 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ファイザー」 ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル ファイザー 209.70 後発品
内 622575901 ファムシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５００ｍｇ１錠 ファムシクロビル 第一三共エスファ 289.80 後発品
内 622604401 ファムシクロビル錠５００ｍｇ「ＫＮ」 ５００ｍｇ１錠 ファムシクロビル 小林化工 289.80 後発品
内 622604501 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｍｅ」 １０ｍｇ１錠 ファモチジン Ｍｅｉｊｉ 9.60 後発品
内 622590501 フェノフィブラート錠５３．３ｍｇ「武田テバ」 ５３．３ｍｇ１錠 フェノフィブラート 武田テバファーマ 16.70 後発品
内 622590601 フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 ８０ｍｇ１錠 フェノフィブラート 武田テバファーマ 21.80 後発品
内 622452202 フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 １錠 ノルエチステロン・エチニル

エストラジオール
持田製薬販売 170.40 後発品

内 620682801 フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 フルスルチアミン 東和薬品 5.40 後発品
内 621369809 プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ

「トーワ」
０．０００５％１ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 東和薬品 3.80 後発品

内 620234401 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「イセイ」 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩 コーアイセイ 6.00 局 後発品
内 620235701 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「イセイ」 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩 コーアイセイ 6.30 局 後発品
内 622604801 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 ５ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩 ニプロＥＳ 19.20 局 後発品
内 622604901 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩 ニプロＥＳ 23.20 局 後発品
内 622604601 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」 ５ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩 ニプロＥＳ 19.20 後発品
内 622604701 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナ

ベ」
１０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩 ニプロＥＳ 23.20 後発品

内 622590701 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「あすか」 ４００ｍｇ１錠 メサラジン あすか製薬 44.60 後発品
内 622581501 メトトレキサート錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠 メトトレキサート 東和薬品 115.50 劇 後発品
内 622588601 モンテルカスト錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム 沢井製薬 81.40 局 後発品
内 622588501 モンテルカスト錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム 沢井製薬 61.40 局 後発品
内 622588701 リネゾリド錠６００ｍｇ「サワイ」 ６００ｍｇ１錠 リネゾリド 沢井製薬 6,705.80 後発品
内 622600301 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム エルメッドエーザイ 25.20 後発品
内 622591701 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日本ジェネリック 25.20 後発品
内 622599201 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 小林化工 25.20 後発品
内 622586001 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 辰巳化学 25.20 後発品
内 622575201 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 陽進堂 25.20 後発品
内 622600601 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「アメル」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 共和薬品 25.20 後発品
内 622592501 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「オーハラ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 大原薬品 25.20 後発品
内 622601201 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「科研」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム ダイト 25.20 後発品
内 622582501 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「共創未来」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 共創未来 25.20 後発品
内 622537301 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「杏林」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム キョーリンリメディオ 25.20 後発品
内 622577901 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ケミファ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日本ケミファ 25.20 後発品
内 622588801 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「サワイ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 沢井製薬 25.20 後発品
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内 622590101 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「サンド」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム サンド 25.20 後発品
内 622592901 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「三和」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 三和化学 25.20 後発品
内 622572801 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ゼリア」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日本薬品 25.20 後発品
内 622578401 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「タカタ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 高田製薬 25.20 後発品
内 622590301 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「武田テバ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 武田テバ薬品 25.20 後発品
内 622582001 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「トーワ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 東和薬品 25.20 後発品
内 622598301 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「日医工」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日医工 25.20 後発品
内 622595301 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「日新」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日新（山形） 25.20 後発品
内 622605201 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ニプロ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム ニプロ 25.20 後発品
内 622584701 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム ファイザー 25.20 後発品
内 622605301 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム エルメッドエーザイ 48.40 後発品
内 622591801 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日本ジェネリック 48.40 後発品
内 622599301 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 小林化工 48.40 後発品
内 622586101 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 辰巳化学 48.40 後発品
内 622575301 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 陽進堂 48.40 後発品
内 622600701 ロスバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 共和薬品 48.40 後発品
内 622592601 ロスバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 大原薬品 48.40 後発品
内 622601301 ロスバスタチン錠５ｍｇ「科研」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム ダイト 48.40 後発品
内 622582701 ロスバスタチン錠５ｍｇ「共創未来」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 共創未来 48.40 後発品
内 622537401 ロスバスタチン錠５ｍｇ「杏林」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム キョーリンリメディオ 48.40 後発品
内 622578001 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日本ケミファ 48.40 後発品
内 622588901 ロスバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 沢井製薬 48.40 後発品
内 622590201 ロスバスタチン錠５ｍｇ「サンド」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム サンド 48.40 後発品
内 622593001 ロスバスタチン錠５ｍｇ「三和」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 三和化学 48.40 後発品
内 622572901 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ゼリア」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日本薬品 48.40 後発品
内 622578501 ロスバスタチン錠５ｍｇ「タカタ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 高田製薬 48.40 後発品
内 622590401 ロスバスタチン錠５ｍｇ「武田テバ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 武田テバ薬品 48.40 後発品
内 622582101 ロスバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 東和薬品 48.40 後発品
内 622598401 ロスバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日医工 48.40 後発品
内 622595401 ロスバスタチン錠５ｍｇ「日新」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日新（山形） 48.40 後発品
内 622605401 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ニプロ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム ニプロ 48.40 後発品
内 622584801 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム ファイザー 48.40 後発品
内 622575601 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 第一三共エスファ 25.20 後発品
内 622605001 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム エルメッドエーザイ 25.20 後発品
内 622591901 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日本ジェネリック 25.20 後発品
内 622599401 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 小林化工 25.20 後発品
内 622586201 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 辰巳化学 25.20 後発品
内 622575401 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 陽進堂 25.20 後発品
内 622600801 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 共和薬品 25.20 後発品
内 622592701 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「オーハラ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 大原薬品 25.20 後発品
内 622601401 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「科研」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム ダイト 25.20 後発品
内 622582601 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「共創未来」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 共創未来 25.20 後発品
内 622578101 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日本ケミファ 25.20 後発品
内 622589001 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 沢井製薬 25.20 後発品
内 622593101 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「三和」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 三和化学 25.20 後発品
内 622578701 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 高田製薬 25.20 後発品
内 622581701 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 東和薬品 25.20 後発品
内 622598501 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日医工 25.20 後発品
内 622575701 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 第一三共エスファ 48.40 後発品
内 622605101 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム エルメッドエーザイ 48.40 後発品
内 622592001 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日本ジェネリック 48.40 後発品
内 622599501 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 小林化工 48.40 後発品
内 622586301 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 辰巳化学 48.40 後発品
内 622575501 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 陽進堂 48.40 後発品
内 622600901 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 共和薬品 48.40 後発品
内 622592801 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「オーハラ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 大原薬品 48.40 後発品
内 622601501 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム ダイト 48.40 後発品
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内 622582801 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「共創未来」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 共創未来 48.40 後発品
内 622578201 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日本ケミファ 48.40 後発品
内 622589101 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 沢井製薬 48.40 後発品
内 622593201 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「三和」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 三和化学 48.40 後発品
内 622578801 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 高田製薬 48.40 後発品
内 622581801 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 東和薬品 48.40 後発品
内 622598601 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 日医工 48.40 後発品
内 622578601 ロスバスタチン錠１０ｍｇ「タカタ」 １０ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 高田製薬 56.70 後発品
内 622581901 ロスバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 東和薬品 56.70 後発品
内 622581601 ロスバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム 東和薬品 56.70 後発品
内 622583401 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「共創未来」 ２ｍｇ１錠 ロピニロール塩酸塩 共創未来 127.90 劇 後発品
内 622582201 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠 ロピニロール塩酸塩 東和薬品 127.90 劇 後発品
内 622583501 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「共創未来」 ８ｍｇ１錠 ロピニロール塩酸塩 共創未来 439.40 劇 後発品
内 622582301 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「トーワ」 ８ｍｇ１錠 ロピニロール塩酸塩 東和薬品 439.40 劇 後発品
注 620365705 アルプロスタジル注５μｇ「武田テバ」 ５μｇ１ｍＬ１管 アルプロスタジル 武田テバファーマ 1,198.00 局 劇 後発品
注 620366006 アルプロスタジル注１０μｇ「武田テバ」 １０μｇ２ｍＬ１管 アルプロスタジル 武田テバファーマ 1,540.00 局 劇 後発品
注 621620701 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「科研」 ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル 武田テバファーマ 1,455.00 劇 後発品
注 621620801 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「科研」 １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル 武田テバファーマ 1,648.00 劇 後発品
注 622605501 シプロフロキサシン点滴静注液４００ｍｇ「ニプ

ロ」
４００ｍｇ２００ｍＬ１袋 シプロフロキサシン ニプロ 1,286.00 後発品

注 622596801 シプロフロキサシン点滴静注４００ｍｇ／２００
ｍＬ「明治」

４００ｍｇ２００ｍＬ１袋 シプロフロキサシン Ｍｅｉｊｉ 1,286.00 後発品

注 622013702 ニカルジピン塩酸塩注２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ２ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩 東和薬品 92.00 局 劇 後発品
注 620182002 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「トーワ」 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物 東和薬品 56.00 劇 後発品
注 620683603 フルスルチアミン注１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１管 フルスルチアミン塩酸塩 東和薬品 50.00 後発品
注 620683903 フルスルチアミン静注２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１０ｍＬ１管 フルスルチアミン塩酸塩 東和薬品 54.00 後発品
注 620684302 フルスルチアミン静注５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 フルスルチアミン塩酸塩 東和薬品 56.00 後発品
注 622605601 マキサカルシトール静注透析用シリンジ２．５μ

ｇ「イセイ」
２．５μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール コーアイセイ 594.00 劇 後発品

注 622605701 マキサカルシトール静注透析用シリンジ２．５μ
ｇ「フソー」

２．５μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール 扶桑薬品 594.00 劇 後発品

注 622605801 マキサカルシトール静注透析用シリンジ５μｇ
「イセイ」

５μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール コーアイセイ 751.00 劇 後発品

注 622605901 マキサカルシトール静注透析用シリンジ５μｇ
「フソー」

５μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール 扶桑薬品 751.00 劇 後発品

注 622606001 マキサカルシトール静注透析用シリンジ１０μｇ
「イセイ」

１０μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール コーアイセイ 954.00 劇 後発品

注 622606101 マキサカルシトール静注透析用シリンジ１０μｇ
「フソー」

１０μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール 扶桑薬品 954.00 劇 後発品

注 622574501 リナセートＦ輸液 ５００ｍＬ１袋 酢酸リンゲル エイワイファーマ 136.00 後発品
注 620794204 リナセートＤ輸液 ５００ｍＬ１袋 ブドウ糖加酢酸リンゲル エイワイファーマ 193.00
注 622344502 リナセートＤ輸液 ２００ｍＬ１袋 ブドウ糖加酢酸リンゲル エイワイファーマ 163.00
注 622606201 ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／２．５ｍＬ

「ＦＫ」
２５ｍｇ２．５ｍＬ１瓶 ロクロニウム臭化物 フレゼニウスカービ 244.00 毒 後発品

注 622606301 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ
「ＦＫ」

５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ロクロニウム臭化物 フレゼニウスカービ 437.00 毒 後発品

外 622606401 アダパレンクリーム０．１％「ニプロ」 ０．１％１ｇ アダパレン ニプロ 50.30 劇 後発品
外 622594501 アダパレンゲル０．１％「ＪＧ」 ０．１％１ｇ アダパレン 日本ジェネリック 50.30 劇 後発品
外 622586401 アダパレンゲル０．１％「ＴＣＫ」 ０．１％１ｇ アダパレン 辰巳化学 50.30 劇 後発品
外 622574601 アダパレンゲル０．１％「ＹＤ」 ０．１％１ｇ アダパレン 陽進堂 50.30 劇 後発品
外 622583201 アダパレンゲル０．１％「共創未来」 ０．１％１ｇ アダパレン 共創未来 50.30 劇 後発品
外 622576701 アダパレンゲル０．１％「テイコク」 ０．１％１ｇ アダパレン ケミックス 50.30 劇 後発品
外 622595501 アダパレンゲル０．１％「日新」 ０．１％１ｇ アダパレン 日新（山形） 50.30 劇 後発品
外 622606501 アダパレンゲル０．１％「ニプロ」 ０．１％１ｇ アダパレン ニプロ 50.30 劇 後発品
外 621231001 クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「トーワ」 １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウム 東和薬品 305.50 後発品
外 621231203 ケトチフェン点鼻液０．０５％「杏林」 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩 キョーリンリメディオ 319.20 後発品
外 621231101 ケトチフェン点鼻液０．０５％「トーワ」 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩 東和薬品 319.20 後発品
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外 620644301 ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「三和」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン 救急薬品 11.70 後発品
外 620644501 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「三和」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェン 救急薬品 12.10 後発品
外 621815401 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「三和」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン 救急薬品 16.80 後発品
外 621968702 ケトプロフェンパップ６０ｍｇ「三和」 ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン 救急薬品 19.30 後発品
外 621254202 ニトログリセリンテープ２７ｍｇ「トーワ」 （２７ｍｇ）９．６ｃ㎡１枚 ニトログリセリン 東和薬品 66.20 劇 後発品
外 622574401 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「わかもと」 ０．３％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム わかもと 226.60 局 後発品
外 621623804 ペミロラストＫ点眼液０．１％「杏林」 ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ペミロラストカリウム キョーリンリメディオ 411.80 局 後発品
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