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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 620004448 アロストーワ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 アフロクアロン 東和薬品 7.70 後発品
内 620005914 アンタゴスチンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル テプレノン 陽進堂 6.20 局 後発品
内 610412018 アンタゴスチン細粒１０％ １０％１ｇ テプレノン 陽進堂 11.90 後発品
内 621629501 ウリンメット配合散 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 621629401 ウリンメット配合錠 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 620005934 エプカロールシロップ５μｇ／ｍＬ 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 620002670 エメロミンカプセル１ｍｇ 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 620002671 エメロミンカプセル２ｍｇ 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 616130378 Ｌ－キサール顆粒５００ ５００ｍｇ１ｇ セファレキシン 東和薬品 79.40 局
内 612370104 ガスオール錠４０ｍｇ「陽進」 ４０ｍｇ１錠 ジメチコン 陽進堂 5.60 後発品
内 620002715 キネルダー錠５０ 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 620004479 グランパム錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 トフィソパム 東和薬品 5.80 後発品
内 622032301 ケトブン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アロプリノール コーアイセイ 6.00 局 後発品
内 620006910 コレポリーＲ散１０％ １ｇ 耐性乳酸菌 東和薬品 6.20 後発品
内 620003551 シーサール散１０％ 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 620003552 シーサール錠１５ｍｇ 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 620005978 シプロヘプタジン塩酸塩シロップ０．０４％「タイヨー」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 620002057 ソレング錠８０ 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 620008646 チカタレン錠２５ｍｇ 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 620004532 デアノサート錠１２ｍｇ 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 620004531 デアノサート錠６ｍｇ 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 620000080 トーワジール錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ニルバジピン 東和薬品 9.60 局 劇 後発品
内 620002757 トーワジール錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ニルバジピン 東和薬品 13.30 局 劇 後発品
内 620004002 トシラートカプセル１００ｍｇ 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 620005519 トシラートカプセル５０ｍｇ 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 612190250 ニスタジール錠１０ １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 610422240 ビタファントＦ錠２５ ２５ｍｇ１錠 フルスルチアミン 東和薬品 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販売 170.40 後発品
内 620008712 ベナンジール錠１ｍｇ 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 620007122 ヨーピス顆粒１％ 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 620007123 ヨーピス錠２．５ｍｇ 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
注 620004683 スコルパン注２０ｍｇ 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 622013701 ニスタジール注２ｍｇ ２ｍｇ２ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩 東和薬品 92.00 局 劇 後発品
注 643120180 ビタファント注１０ １０ｍｇ１管 フルスルチアミン塩酸塩 東和薬品 50.00 後発品
注 643120181 ビタファント注２５ ２５ｍｇ１０ｍＬ１管 フルスルチアミン塩酸塩 東和薬品 54.00 後発品
注 643120182 ビタファント注５０ ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 フルスルチアミン塩酸塩 東和薬品 56.00 後発品
注 620000286 プリンク注１０μｇ 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 620000285 プリンク注５μｇ 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 620001942 プリンク注シリンジ１０μｇ 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 620001941 プリンク注シリンジ５μｇ 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 620008949 リナセート輸液 ５００ｍＬ１袋 ブドウ糖加酢酸リンゲル エイワイファーマ 193.00
注 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 163.00
外 620002299 アラジオフ点眼液０．１％ 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
外 620007645 ジドレンテープ２７ｍｇ （２７ｍｇ）９．６ｃ㎡１枚 ニトログリセリン 東和薬品 66.20 劇 後発品
外 620009013 スプデル点鼻液０．０５％ ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩 東和薬品 319.20 後発品
外 620005270 セキトン点鼻液０．０５５％ 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 620006447 タッチロンテープ２０ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェン 救急薬品 12.10 後発品
外 620005745 タッチロンテープ４０ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン 救急薬品 16.80 後発品
外 620007668 タッチロンパップ３０ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン 救急薬品 11.70 後発品
外 621968701 タッチロンパップ６０ ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン 救急薬品 19.30 後発品
外 620009031 トーワタール点鼻液２％ １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウム 東和薬品 305.50 後発品
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