
20200619＿追補分

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 621676901 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン 辰巳化学 6.70 後発品
内 621073704 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリン水和物 辰巳化学 10.10 局 後発品
内 620856601 アロプリノール錠１００ｍｇ「ＤＳＰ」 １００ｍｇ１錠 アロプリノール 大日本住友製薬 10.10 局 後発品
内 622051002 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＤＳＰ」 ５０ｍｇ１錠 アロプリノール 大日本住友製薬 10.10 局 後発品
内 620816301 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「日本

臓器」
３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチル 日本臓器 21.60 局 後発品

内 621959902 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ
「日本臓器」

３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル 日本臓器 14.60 局 後発品

内 621960002 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ
「日本臓器」

６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル 日本臓器 45.20 局 後発品

内 621960102 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ
「日本臓器」

９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル 日本臓器 67.00 局 後発品

内 622804701 イミダフェナシン錠０．１ｍｇ「ＪＧ」 ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン 長生堂製薬 34.80 後発品
内 622785801 イミダフェナシン錠０．１ｍｇ「ＹＤ」 ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン 陽進堂 34.80 後発品
内 622697801 イミダフェナシン錠０．１ｍｇ「杏林」 ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン キョーリンリメディオ 34.80 後発品
内 622813201 イミダフェナシン錠０．１ｍｇ「サワイ」 ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン 沢井製薬 34.80 後発品
内 622804801 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「ＪＧ」 ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン 長生堂製薬 34.80 後発品
内 622793501 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「ＴＣＫ」 ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン 辰巳化学 34.80 後発品
内 622785901 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「ＹＤ」 ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン 陽進堂 34.80 後発品
内 622697901 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「杏林」 ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン キョーリンリメディオ 34.80 後発品
内 622813301 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「サワイ」 ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン 沢井製薬 34.80 後発品
内 622793701 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「ツルハラ」 ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン 鶴原製薬 34.80 後発品
内 622790201 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「トーワ」 ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン 東和薬品 34.80 後発品
内 622704001 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 第一三共エスファ 63.10 後発品
内 622805001 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 日本ジェネリック 63.10 後発品
内 622791901 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＫＭＰ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 共創未来 63.10 後発品
内 622814501 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 小林化工 63.10 後発品
内 622792901 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 辰巳化学 63.10 後発品
内 622794301 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＴＥ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ トーアエイヨー 63.10 後発品
内 622786001 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 陽進堂 63.10 後発品
内 622808201 エゼチミブ錠１０ｍｇ「アメル」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 共和薬品 63.10 後発品
内 622799601 エゼチミブ錠１０ｍｇ「杏林」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ キョーリンリメディオ 63.10 後発品
内 622784901 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ ダイト 63.10 後発品
内 622812801 エゼチミブ錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 沢井製薬 63.10 後発品
内 622809701 エゼチミブ錠１０ｍｇ「サンド」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ サンド 63.10 後発品
内 622795201 エゼチミブ錠１０ｍｇ「武田テバ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 武田テバファーマ 63.10 後発品
内 622789601 エゼチミブ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 東和薬品 63.10 後発品
内 622790901 エゼチミブ錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 日医工 63.10 後発品
内 622797701 エゼチミブ錠１０ｍｇ「日新」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 日新（山形） 63.10 後発品
内 622806401 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ニプロ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ ニプロ 63.10 後発品
内 622704101 エゼチミブ錠１０ｍｇ「フェルゼン」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ フェルゼンファーマ 63.10 後発品
内 622801101 エゼチミブ錠１０ｍｇ「明治」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ Ｍｅ　ファルマ 63.10 後発品
内 622789701 エゼチミブＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ 東和薬品 63.10 後発品
内 621401201 エナラプリルマレイン酸塩細粒１％「アメル」 １％１ｇ エナラプリルマレイン酸塩 共和薬品 70.60 後発品
内 621979802 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 共和薬品 16.20 局 後発品
内 622811501 エルデカルシトールカプセル０．５μｇ「サワ

イ」
０．５μｇ１カプセル エルデカルシトール 沢井製薬 24.90 劇 後発品

内 622788001 エルデカルシトールカプセル０．５μｇ「日医
工」

０．５μｇ１カプセル エルデカルシトール 日医工 24.90 劇 後発品

内 622811601 エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サワ
イ」

０．７５μｇ１カプセル エルデカルシトール 沢井製薬 35.30 劇 後発品

内 622788101 エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「日医
工」

０．７５μｇ１カプセル エルデカルシトール 日医工 35.30 劇 後発品

内 622802101 オキシコドン錠２．５ｍｇＮＸ「第一三共」 ２．５ｍｇ１錠 オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ 53.40 麻 劇 後発品
内 622802201 オキシコドン錠５ｍｇＮＸ「第一三共」 ５ｍｇ１錠 オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ 98.20 麻 劇 後発品
内 622802301 オキシコドン錠１０ｍｇＮＸ「第一三共」 １０ｍｇ１錠 オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ 179.30 麻 劇 後発品
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内 622802401 オキシコドン錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」 ２０ｍｇ１錠 オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ 334.10 麻 劇 後発品
内 622782901 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ４ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 第一三共エスファ 51.90 劇 後発品
内 622805101 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ＪＧ」 ４ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 日本ジェネリック 51.90 劇 後発品
内 622786101 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ＹＤ」 ４ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 陽進堂 51.90 劇 後発品
内 622807901 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「アメル」 ４ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 共和薬品 51.90 劇 後発品
内 622812501 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 ４ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 沢井製薬 51.90 劇 後発品
内 622798701 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「武田テバ」 ４ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 武田テバファーマ 51.90 劇 後発品
内 622789301 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「トーワ」 ４ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 東和薬品 51.90 劇 後発品
内 622791401 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「日医工」 ４ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 エルメッド 51.90 劇 後発品
内 622810101 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ニプロ」 ４ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 ニプロ 51.90 劇 後発品
内 622783001 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ８ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 第一三共エスファ 77.00 劇 後発品
内 622805201 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「ＪＧ」 ８ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 日本ジェネリック 77.00 劇 後発品
内 622786201 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「ＹＤ」 ８ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 陽進堂 77.00 劇 後発品
内 622808001 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「アメル」 ８ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 共和薬品 77.00 劇 後発品
内 622812601 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「サワイ」 ８ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 沢井製薬 77.00 劇 後発品
内 622798801 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「武田テバ」 ８ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 武田テバファーマ 77.00 劇 後発品
内 622789401 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「トーワ」 ８ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 東和薬品 77.00 劇 後発品
内 622791501 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「日医工」 ８ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 エルメッド 77.00 劇 後発品
内 622810201 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「ニプロ」 ８ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 ニプロ 77.00 劇 後発品
内 622783101 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １２ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 第一三共エスファ 97.00 劇 後発品
内 622805301 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「ＪＧ」 １２ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 日本ジェネリック 97.00 劇 後発品
内 622786301 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「ＹＤ」 １２ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 陽進堂 97.00 劇 後発品
内 622808101 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「アメル」 １２ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 共和薬品 97.00 劇 後発品
内 622812701 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「サワイ」 １２ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 沢井製薬 97.00 劇 後発品
内 622798901 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「武田テバ」 １２ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 武田テバファーマ 97.00 劇 後発品
内 622789501 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「トーワ」 １２ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 東和薬品 97.00 劇 後発品
内 622791601 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「日医工」 １２ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 エルメッド 97.00 劇 後発品
内 622810301 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「ニプロ」 １２ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩 ニプロ 97.00 劇 後発品
内 620544703 カリジノゲナーゼ錠５０単位「三笠」 ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ 三笠製薬 5.90 後発品
内 620798701 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「あす

か」
３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナ

トリウム水和物
あすか製薬 5.90 後発品

内 621731102 クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＭＥＥ
Ｋ」

１００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシン 小林化工 40.10 局 後発品

内 620940902 クレマスチンドライシロップ０．１％「あゆみ」 ０．１％１ｇ クレマスチンフマル酸塩 あゆみ製薬 8.30 劇 後発品
内 620941001 クレマスチンＤＳ０．１％「タカタ」 ０．１％１ｇ クレマスチンフマル酸塩 高田製薬 8.30 劇 後発品
内 620536801 クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「ＮＳＫ

Ｋ」
２５ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル 日本新薬 59.30

内 622705401 ザイザルＯＤ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 グラクソ・スミスクライン 64.50
内 622705501 ザイザルＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 グラクソ・スミスクライン 82.50
内 622794401 ジュンコウ苓桂朮甘湯ＦＣエキス錠医療用 １錠 苓桂朮甘湯 康和薬通 5.90
内 622783201 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ 第一三共エスファ 19.60 劇 後発品
内 622805401 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ 日本ジェネリック 19.60 劇 後発品
内 622814601 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ 小林化工 19.60 劇 後発品
内 622786401 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＹＤ」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ 陽進堂 19.60 劇 後発品
内 622808901 セレコキシブ錠１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ ダイト 19.60 劇 後発品
内 622797301 セレコキシブ錠１００ｍｇ「オーハラ」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ 大原薬品 19.60 劇 後発品
内 622799701 セレコキシブ錠１００ｍｇ「杏林」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ キョーリンリメディオ 19.60 劇 後発品
内 622785001 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ケミファ」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ 日本ケミファ 19.60 劇 後発品
内 622811301 セレコキシブ錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ 沢井製薬 19.60 劇 後発品
内 622809101 セレコキシブ錠１００ｍｇ「サンド」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ サンド 19.60 劇 後発品
内 622795401 セレコキシブ錠１００ｍｇ「武田テバ」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ 武田テバファーマ 19.60 劇 後発品
内 622788301 セレコキシブ錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ 東和薬品 19.60 劇 後発品
内 622787601 セレコキシブ錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ 日医工 19.60 劇 後発品
内 622797801 セレコキシブ錠１００ｍｇ「日新」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ 日新（山形） 19.60 劇 後発品
内 622806501 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ニプロ」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ ニプロ 19.60 劇 後発品
内 622799301 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ファイザー」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ ファイザー 19.60 劇 後発品
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内 622704201 セレコキシブ錠１００ｍｇ「フェルゼン」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ フェルゼンファーマ 19.60 劇 後発品
内 622803801 セレコキシブ錠１００ｍｇ「三笠」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ 三笠製薬 19.60 劇 後発品
内 622801301 セレコキシブ錠１００ｍｇ「明治」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ Ｍｅ　ファルマ 19.60 劇 後発品
内 622783301 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ 第一三共エスファ 30.20 劇 後発品
内 622805501 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ＪＧ」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ 日本ジェネリック 30.20 劇 後発品
内 622814701 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ＫＮ」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ 小林化工 30.20 劇 後発品
内 622786501 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ＹＤ」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ 陽進堂 30.20 劇 後発品
内 622809001 セレコキシブ錠２００ｍｇ「アメル」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ ダイト 30.20 劇 後発品
内 622797401 セレコキシブ錠２００ｍｇ「オーハラ」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ 大原薬品 30.20 劇 後発品
内 622799801 セレコキシブ錠２００ｍｇ「杏林」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ キョーリンリメディオ 30.20 劇 後発品
内 622785101 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ケミファ」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ 日本ケミファ 30.20 劇 後発品
内 622811401 セレコキシブ錠２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ 沢井製薬 30.20 劇 後発品
内 622809201 セレコキシブ錠２００ｍｇ「サンド」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ サンド 30.20 劇 後発品
内 622795501 セレコキシブ錠２００ｍｇ「武田テバ」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ 武田テバファーマ 30.20 劇 後発品
内 622788401 セレコキシブ錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ 東和薬品 30.20 劇 後発品
内 622787701 セレコキシブ錠２００ｍｇ「日医工」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ 日医工 30.20 劇 後発品
内 622797901 セレコキシブ錠２００ｍｇ「日新」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ 日新（山形） 30.20 劇 後発品
内 622806601 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ニプロ」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ ニプロ 30.20 劇 後発品
内 622799401 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ファイザー」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ ファイザー 30.20 劇 後発品
内 622704301 セレコキシブ錠２００ｍｇ「フェルゼン」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ フェルゼンファーマ 30.20 劇 後発品
内 622803901 セレコキシブ錠２００ｍｇ「三笠」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ 三笠製薬 30.20 劇 後発品
内 622801401 セレコキシブ錠２００ｍｇ「明治」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ Ｍｅ　ファルマ 30.20 劇 後発品
内 622805601 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「ＪＧ」 ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル 日本ジェネリック 50.30 後発品
内 622816201 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「あすか」 ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル あすか製薬 50.30 後発品
内 622799901 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「杏林」 ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル キョーリンリメディオ 50.30 後発品
内 622813001 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「サワイ」 ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル 沢井製薬 50.30 後発品
内 622809801 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「サンド」 ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル サンド 50.30 後発品
内 622790701 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「日医工」 ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル 日医工 50.30 後発品
内 622810401 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「ニプロ」 ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル ニプロ 50.30 後発品
内 622814101 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「フソー」 ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル シオノケミカル 50.30 後発品
内 622805701 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 タダラフィル 日本ジェネリック 98.20 後発品
内 622816301 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「あすか」 ５ｍｇ１錠 タダラフィル あすか製薬 98.20 後発品
内 622800001 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「杏林」 ５ｍｇ１錠 タダラフィル キョーリンリメディオ 98.20 後発品
内 622813101 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 タダラフィル 沢井製薬 98.20 後発品
内 622809901 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「サンド」 ５ｍｇ１錠 タダラフィル サンド 98.20 後発品
内 622790801 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「日医工」 ５ｍｇ１錠 タダラフィル 日医工 98.20 後発品
内 622810501 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「ニプロ」 ５ｍｇ１錠 タダラフィル ニプロ 98.20 後発品
内 622808701 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「フソー」 ５ｍｇ１錠 タダラフィル シオノケミカル 98.20 後発品
内 622790301 タダラフィルＯＤ錠２．５ｍｇＺＡ「トーワ」 ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル 東和薬品 50.30 後発品
内 622790401 タダラフィルＯＤ錠５ｍｇＺＡ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 タダラフィル 東和薬品 98.20 後発品
内 620398005 テオフィリン徐放カプセル１００ｍｇ「サンド」 １００ｍｇ１カプセル テオフィリン サンド 10.30
内 620398205 テオフィリン徐放カプセル２００ｍｇ「サンド」 ２００ｍｇ１カプセル テオフィリン サンド 15.40 劇
内 622815901 デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」 ９０ｍｇ１包 デフェラシロクス サンド 535.90 劇 後発品
内 622816001 デフェラシロクス顆粒分包３６０ｍｇ「サンド」 ３６０ｍｇ１包 デフェラシロクス サンド 2,133.40 劇 後発品
内 621276201 テプレノンカプセル５０ｍｇ「ツルハラ」 ５０ｍｇ１カプセル テプレノン 鶴原製薬 6.30 局 後発品
内 622783401 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＤＳＥＰ」 ０．５ｍｇ１錠 デュタステリド 第一三共エスファ 59.30 劇 後発品
内 622785201 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＮＳ」 ０．５ｍｇ１錠 デュタステリド 日新（山形） 59.30 劇 後発品
内 622786601 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＹＤ」 ０．５ｍｇ１錠 デュタステリド 陽進堂 59.30 劇 後発品
内 622801001 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「明治」 ０．５ｍｇ１錠 デュタステリド シー・エイチ・オー 59.30 劇 後発品
内 622797501 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ＡＦ

Ｐ」
０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド 東亜薬品 59.30 劇 後発品

内 622704501 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ＢＭ
Ｄ」

０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド ビオメディクス 59.30 劇 後発品

内 622783501 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ＤＳＥ
Ｐ」

０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド 第一三共エスファ 59.30 劇 後発品

内 622805801 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ＪＧ」 ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド 日本ジェネリック 59.30 劇 後発品
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内 622816102 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ＴＣ」 ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド 東洋カプセル 59.30 劇 後発品
内 622800101 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「杏林」 ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド 森下仁丹 59.30 劇 後発品
内 622812901 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「サワ

イ」
０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド 沢井製薬 59.30 劇 後発品

内 622795601 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「武田テ
バ」

０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド 武田テバファーマ 59.30 劇 後発品

内 622789901 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「トー
ワ」

０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド 東和薬品 59.30 劇 後発品

内 622791801 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「日医
工」

０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド 日医工 59.30 劇 後発品

内 622810601 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ニプ
ロ」

０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド ニプロ 59.30 劇 後発品

内 622808801 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「フ
ソー」

０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド 扶桑薬品 59.30 劇 後発品

内 621736602 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＴＣＫ」 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩 辰巳化学 86.80 局 後発品
内 621726002 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タカタ」 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩 高田製薬 86.80 局 後発品
内 622817301 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２０

０ｍｇ「ホリイ」
２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エ

ステル
堀井薬品 5.70 後発品

内 620807601 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「ＮＳＫＫ」 ２５０ｍｇ１カプセル トラネキサム酸 日本新薬 10.10 局 後発品
内 620807901 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「旭化成」 ２５０ｍｇ１カプセル トラネキサム酸 旭化成ファーマ 10.10 局 後発品
内 622794201 ナラトリプタン錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 ２．５ｍｇ１錠 ナラトリプタン塩酸塩 寿製薬 324.50 劇 後発品
内 622811701 バゼドキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 バゼドキシフェン酢酸塩 沢井製薬 46.70 後発品
内 620065901 バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「ＤＳＰ」 ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 大日本住友製薬 10.10 局 後発品
内 620066601 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」 ５％１ｍＬ バルプロ酸ナトリウム 大日本住友製薬 6.80 局 後発品
内 622795901 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「武田テバ」 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン塩酸塩 武田テバファーマ 19.90 局 後発品
内 622796001 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「武田テバ」 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン塩酸塩 武田テバファーマ 38.50 局 後発品
内 622788201 ピルフェニドン錠２００ｍｇ「日医工」 ２００ｍｇ１錠 ピルフェニドン 日医工 282.70 劇 後発品
内 620401201 フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小児用０．５％

「タカタ」
０．５％１ｇ フェノテロール臭化水素酸塩 高田製薬 38.40 劇 後発品

内 622814001 プソフェキ配合錠「サワイ」 １錠 フェキソフェナジン塩酸塩・
塩酸プソイドエフェドリン

沢井製薬 23.40 劇 後発品

内 621528401 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「ＹＤ」 ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 陽進堂 13.10 局 後発品
内 621528501 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 陽進堂 25.60 局 後発品
内 622816901 ブロナンセリン散２％「サワイ」 ２％１ｇ ブロナンセリン 沢井製薬 223.70 劇 後発品
内 621690101 ペルゴリド顆粒０．０２５％「日医工」 ０．０２５％１ｇ ペルゴリドメシル酸塩 日医工 98.30 劇 後発品
内 620708408 メコバラミン錠２５０μｇ「日医工」 ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン 東菱薬品 5.70 局 後発品
内 620708622 メコバラミン錠５００μｇ「日医工」 ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン 東菱薬品 5.70 局 後発品
内 620500302 メトクロプラミド錠５ｍｇ「あすか」 ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド あすか製薬 5.70 局 後発品
内 620501202 メトクロプラミド錠１０ｍｇ「あすか」 １０ｍｇ１錠 メトクロプラミド あすか製薬 6.10 局 後発品
内 621622602 メトトレキサート錠２ｍｇ「あゆみ」 ２ｍｇ１錠 メトトレキサート あゆみ製薬 135.30 劇 後発品
内 622783601 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 第一三共エスファ 51.10 劇 後発品
内 622792301 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 共創未来 51.10 劇 後発品
内 622815101 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 小林化工 51.10 劇 後発品
内 622807301 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 共和薬品 51.10 劇 後発品
内 622802701 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 大原薬品 51.10 劇 後発品
内 622811801 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 沢井製薬 51.10 劇 後発品
内 622788501 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 東和薬品 51.10 劇 後発品
内 622806901 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「ニプロ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 ニプロ 51.10 劇 後発品
内 622801501 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ 51.10 劇 後発品
内 622783701 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 第一三共エスファ 91.50 劇 後発品
内 622792401 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＭＰ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 共創未来 91.50 劇 後発品
内 622815201 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 小林化工 91.50 劇 後発品
内 622807401 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 共和薬品 91.50 劇 後発品
内 622802801 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 大原薬品 91.50 劇 後発品
内 622811901 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 沢井製薬 91.50 劇 後発品
内 622788601 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 東和薬品 91.50 劇 後発品
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内 622806701 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ニプロ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 ニプロ 91.50 劇 後発品
内 622801601 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「明治」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ 91.50 劇 後発品
内 622783801 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 第一三共エスファ 163.60 劇 後発品
内 622792501 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＫＭＰ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 共創未来 163.60 劇 後発品
内 622815301 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＫＮ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 小林化工 163.60 劇 後発品
内 622807501 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「アメル」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 共和薬品 163.60 劇 後発品
内 622802901 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「オーハラ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 大原薬品 163.60 劇 後発品
内 622812001 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 沢井製薬 163.60 劇 後発品
内 622788701 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 東和薬品 163.60 劇 後発品
内 622806801 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ニプロ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 ニプロ 163.60 劇 後発品
内 622801701 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「明治」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ 163.60 劇 後発品
内 622783901 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 第一三共エスファ 51.10 劇 後発品
内 622806001 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日本ジェネリック 51.10 劇 後発品
内 622792001 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 共創未来 51.10 劇 後発品
内 622815401 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 小林化工 51.10 劇 後発品
内 622793001 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 辰巳化学 51.10 劇 後発品
内 622786701 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 陽進堂 51.10 劇 後発品
内 622817501 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 全星薬品 51.10 劇 後発品
内 622807601 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 共和薬品 51.10 劇 後発品
内 622803001 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「オーハラ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 大原薬品 51.10 劇 後発品
内 622800201 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 キョーリンリメディオ 51.10 劇 後発品
内 622817401 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「クラシエ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日本薬品 51.10 劇 後発品
内 622785301 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日本ケミファ 51.10 劇 後発品
内 622812101 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 沢井製薬 51.10 劇 後発品
内 622809301 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 サンド 51.10 劇 後発品
内 622704601 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 高田製薬 51.10 劇 後発品
内 622799001 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「武田テバ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 武田テバファーマ 51.10 劇 後発品
内 622788801 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 東和薬品 51.10 劇 後発品
内 622791101 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 エルメッド 51.10 劇 後発品
内 622798001 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日新」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日新（山形） 51.10 劇 後発品
内 622807201 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ニプロ」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 ニプロ 51.10 劇 後発品
内 622701301 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「フェルゼン」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 ダイト 51.10 劇 後発品
内 622801801 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ 51.10 劇 後発品
内 622784001 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 第一三共エスファ 91.50 劇 後発品
内 622806101 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日本ジェネリック 91.50 劇 後発品
内 622792101 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＭＰ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 共創未来 91.50 劇 後発品
内 622815501 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 小林化工 91.50 劇 後発品
内 622793101 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 辰巳化学 91.50 劇 後発品
内 622786801 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 陽進堂 91.50 劇 後発品
内 622817701 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 全星薬品 91.50 劇 後発品
内 622807701 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 共和薬品 91.50 劇 後発品
内 622803101 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 大原薬品 91.50 劇 後発品
内 622800301 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 キョーリンリメディオ 91.50 劇 後発品
内 622817601 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「クラシエ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日本薬品 91.50 劇 後発品
内 622785401 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日本ケミファ 91.50 劇 後発品
内 622812201 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 沢井製薬 91.50 劇 後発品
内 622809401 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 サンド 91.50 劇 後発品
内 622704701 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 高田製薬 91.50 劇 後発品
内 622799101 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「武田テバ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 武田テバファーマ 91.50 劇 後発品
内 622788901 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 東和薬品 91.50 劇 後発品
内 622791201 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 エルメッド 91.50 劇 後発品
内 622798101 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日新（山形） 91.50 劇 後発品
内 622807001 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ニプロ」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 ニプロ 91.50 劇 後発品
内 622701401 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「フェルゼン」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 ダイト 91.50 劇 後発品
内 622801901 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ 91.50 劇 後発品
内 622784101 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 第一三共エスファ 163.60 劇 後発品
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内 622806201 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日本ジェネリック 163.60 劇 後発品
内 622792201 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＫＭＰ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 共創未来 163.60 劇 後発品
内 622815601 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＫＮ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 小林化工 163.60 劇 後発品
内 622793301 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 辰巳化学 163.60 劇 後発品
内 622786901 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 陽進堂 163.60 劇 後発品
内 622818001 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＺＥ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 全星薬品 163.60 劇 後発品
内 622807801 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「アメル」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 共和薬品 163.60 劇 後発品
内 622803201 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 大原薬品 163.60 劇 後発品
内 622800401 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「杏林」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 キョーリンリメディオ 163.60 劇 後発品
内 622817901 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「クラシエ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日本薬品 163.60 劇 後発品
内 622785601 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日本ケミファ 163.60 劇 後発品
内 622812301 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 沢井製薬 163.60 劇 後発品
内 622809601 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「サンド」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 サンド 163.60 劇 後発品
内 622704801 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「タカタ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 高田製薬 163.60 劇 後発品
内 622799201 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「武田テバ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 武田テバファーマ 163.60 劇 後発品
内 622789001 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 東和薬品 163.60 劇 後発品
内 622791301 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 エルメッド 163.60 劇 後発品
内 622798301 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「日新」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日新（山形） 163.60 劇 後発品
内 622807101 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 ニプロ 163.60 劇 後発品
内 622701501 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「フェルゼン」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 ダイト 163.60 劇 後発品
内 622802001 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「明治」 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ 163.60 劇 後発品
内 622793201 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 １５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 辰巳化学 128.50 劇 後発品
内 622817801 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１５ｍｇ「クラシエ」 １５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日本薬品 128.50 劇 後発品
内 622785501 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 １５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日本ケミファ 128.50 劇 後発品
内 622809501 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１５ｍｇ「サンド」 １５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 サンド 128.50 劇 後発品
内 622798201 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１５ｍｇ「日新」 １５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩 日新（山形） 128.50 劇 後発品
内 622812401 メマンチン塩酸塩ＤＳ２％「サワイ」 ２％１ｇ メマンチン塩酸塩 沢井製薬 193.90 劇 後発品
内 622796101 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「武田テバ」 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩水和物 武田テバファーマ 9.80 局 後発品
内 622796201 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩水和物 武田テバファーマ 10.10 局 後発品
内 622816501 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ＡＡ」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム あすか製薬 25.10 後発品
内 622805901 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 日本ジェネリック 18.30 後発品
内 622787001 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ＹＤ」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 陽進堂 18.30 後発品
内 622800501 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「杏林」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム キョーリンリメディオ 25.10 後発品
内 622813901 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 沢井製薬 25.10 後発品
内 622795701 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「武田テバ」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 武田テバ薬品 25.10 後発品
内 622789801 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 東和薬品 25.10 後発品
内 622798401 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「日新」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 日新（山形） 25.10 後発品
内 622784501 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム ファイザー 25.10 後発品
内 622794001 ラベプラゾールＮａ塩錠５ｍｇ「オーハラ」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 大原薬品 25.10 後発品
内 622801201 ラベプラゾールＮａ塩錠５ｍｇ「明治」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム Ｍｅｉｊｉ 25.10 後発品
内 622785701 ラベプラゾールナトリウム錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 日本薬品 7.80 後発品
内 622793401 ラベプラゾールナトリウム錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 辰巳化学 25.10 後発品
内 622816801 ラベプラゾールナトリウム錠５ｍｇ「科研」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム ダイト 25.10 後発品
内 622794501 ラベプラゾールナトリウム錠５ｍｇ「ケミファ」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 日本ケミファ 25.10 後発品
内 622815801 ラベプラゾールナトリウム錠５ｍｇ「サンド」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム サンド 18.30 後発品
内 622791001 ラベプラゾールナトリウム錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 日医工 18.30 後発品
内 622813401 レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ０．２５ｍｇ１錠 レパグリニド 沢井製薬 12.90 劇 後発品
内 622813501 レパグリニド錠０．５ｍｇ「サワイ」 ０．５ｍｇ１錠 レパグリニド 沢井製薬 23.00 劇 後発品
内 622804201 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＥＯ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 セオリアファーマ 33.00 後発品
内 622804901 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 長生堂製薬 33.00 後発品
内 622792601 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 共創未来 33.00 後発品
内 622814901 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 小林化工 33.00 後発品
内 622792701 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 辰巳化学 33.00 後発品
内 622787201 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 陽進堂 33.00 後発品
内 622808301 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 共和薬品 33.00 後発品
内 622800801 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 キョーリンリメディオ 33.00 後発品
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20200619＿追補分

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 622813601 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 沢井製薬 33.00 後発品
内 622810001 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 ダイト 33.00 後発品
内 622705001 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 高田製薬 33.00 後発品
内 622795801 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 武田テバファーマ 33.00 後発品
内 622790501 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 東和薬品 33.00 後発品
内 622787901 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 日医工 33.00 後発品
内 622817201 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日本臓器」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 小財家興産 33.00 後発品
内 622810801 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ニプロ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 ニプロ 33.00 後発品
内 622704401 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「フェルゼン」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 フェルゼンファーマ 33.00 後発品
内 622800901 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ 33.00 後発品
内 622794601 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＣＥＯ」 ２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 セオリアファーマ 25.20 後発品
内 622814801 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 ２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 小林化工 25.20 後発品
内 622787101 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 ２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 陽進堂 25.20 後発品
内 622800701 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 ２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 キョーリンリメディオ 25.20 後発品
内 622704901 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タカタ」 ２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 高田製薬 25.20 後発品
内 622787801 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 ２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 日医工 25.20 後発品
内 622817101 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「日本臓器」 ２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 小財家興産 25.20 後発品
内 622810701 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ニプロ」 ２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 ニプロ 25.20 後発品
内 622787301 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 ２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 陽進堂 25.20 後発品
内 622705101 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「タカ

タ」
２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 高田製薬 25.20 後発品

内 622798501 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「日新」 ２．５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 日新（山形） 25.20 後発品
内 622787401 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 陽進堂 33.00 後発品
内 622813701 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 沢井製薬 33.00 後発品
内 622705201 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 高田製薬 33.00 後発品
内 622798601 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日新」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩 日新（山形） 33.00 後発品
内 622815001 レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「Ｋ

Ｎ」
０．０５％１ｍＬ レボセチリジン塩酸塩 小林化工 7.70 後発品

内 622808401 レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「アメ
ル」

０．０５％１ｍＬ レボセチリジン塩酸塩 共和薬品 7.70 後発品

内 622813801 レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「サワ
イ」

０．０５％１ｍＬ レボセチリジン塩酸塩 沢井製薬 7.70 後発品

内 622790601 レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「トー
ワ」

０．０５％１ｍＬ レボセチリジン塩酸塩 東和薬品 7.70 後発品

内 622811201 レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「ニプ
ロ」

０．０５％１ｍＬ レボセチリジン塩酸塩 東亜薬品 7.70 後発品

内 622792801 レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「ＴＣＫ」 ０．５％１ｇ レボセチリジン塩酸塩 辰巳化学 77.00 後発品
内 622787501 レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ０．５％

「ＹＤ」
０．５％１ｇ レボセチリジン塩酸塩 陽進堂 77.00 後発品

内 622800601 レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「杏林」 ０．５％１ｇ レボセチリジン塩酸塩 キョーリンリメディオ 77.00 後発品
内 622705301 レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「タカタ」 ０．５％１ｇ レボセチリジン塩酸塩 高田製薬 77.00 後発品
内 622804101 レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ０．５％

「日本臓器」
０．５％１ｇ レボセチリジン塩酸塩 日本臓器 77.00 後発品

内 620424901 ロペラミド塩酸塩錠１ｍｇ「あすか」 １ｍｇ１錠 ロペラミド塩酸塩 日医工 41.00
注 622804301 アセトキープ３Ｇ注 ５００ｍＬ１袋 共和クリティケア 154.00 後発品
注 622816401 アルタット静注用７５ｍｇ ７５ｍｇ１瓶 ロキサチジン酢酸エステル塩

酸塩
あすか製薬 191.00 局 劇

注 621782301 イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ
Ｆ」

７５．５２％１００ｍＬ１筒 イオパミドール 武田テバファーマ 4,107.00 局 後発品

注 622804401 エスロンＢ注 ５００ｍＬ１袋 共和クリティケア 196.00
注 621536405 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「ＦＹ」 ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルナトリウム 富士薬品 387.00 局 後発品
注 621536505 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「ＦＹ」 ４０ｍｇ２．５ｍＬ１管 オザグレルナトリウム 富士薬品 612.00 局 後発品
注 621660005 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ／２００ｍＬ

バッグ「ＦＹ」
８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルナトリウム 富士薬品 1,068.00 局 後発品

注 622802601 オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「マルイシ」 ４ｍｇ２ｍＬ１筒 オンダンセトロン塩酸塩水和
物

丸石製薬 3,524.00 劇 後発品
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20200619＿追補分

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 622818101 ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１０ｍ

Ｌ「ＧＥ」
３７．６９５％１０ｍＬ１筒 ガドテル酸メグルミン ＧＥヘルスケアファーマ 2,217.00 後発品

注 622818401 ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１５ｍ
Ｌ「ＧＥ」

３７．６９５％１５ｍＬ１筒 ガドテル酸メグルミン ＧＥヘルスケアファーマ 3,005.00 後発品

注 622818501 ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ２０ｍ
Ｌ「ＧＥ」

３７．６９５％２０ｍＬ１筒 ガドテル酸メグルミン ＧＥヘルスケアファーマ 3,732.00 後発品

注 622818201 ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１１ｍ
Ｌ「ＧＥ」

３７．６９５％１１ｍＬ１筒 ガドテル酸メグルミン ＧＥヘルスケアファーマ 2,381.00 後発品

注 622818301 ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１３ｍ
Ｌ「ＧＥ」

３７．６９５％１３ｍＬ１筒 ガドテル酸メグルミン ＧＥヘルスケアファーマ 2,699.00 後発品

注 621515302 グルカゴン注射用１単位「ＩＬＳ」 １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１瓶（溶
解液付）

グルカゴン ＩＬＳ 1,671.00 劇 後発品

注 622791701 ソリューゲンＦ注 ５００ｍＬ１袋 酢酸リンゲル 共和クリティケア 176.00
注 622804601 ソリューゲンＧ注 ５００ｍＬ１袋 ブドウ糖加酢酸リンゲル 共和クリティケア 197.00
注 622351402 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ

「ＫＣＣ」
４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸水和物 共和クリティケア 8,811.00 劇 後発品

注 622688800 Ｄ－マンニトール注射液 ２０％３００ｍＬ１袋 454.00 局
注 621989202 パルナパリンＮａ透析用１００単位／ｍＬシリン

ジ２０ｍＬ「フソー」
２，０００低分子量ヘパリン
単位２０ｍＬ１筒

パルナパリンナトリウム 扶桑薬品 468.00

注 621989302 パルナパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬシリン
ジ２０ｍＬ「フソー」

３，０００低分子量ヘパリン
単位２０ｍＬ１筒

パルナパリンナトリウム 扶桑薬品 629.00

注 621989402 パルナパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリン
ジ２０ｍＬ「フソー」

４，０００低分子量ヘパリン
単位２０ｍＬ１筒

パルナパリンナトリウム 扶桑薬品 804.00

注 620699501 パンテノール注１００ｍｇ「ＫＣＣ」 １００ｍｇ１管 パンテノール 共和クリティケア 57.00 後発品
注 620699802 パンテノール注２５０ｍｇ「ＫＣＣ」 ２５０ｍｇ１管 パンテノール 共和クリティケア 57.00 後発品
注 620700102 パンテノール注５００ｍｇ「ＫＣＣ」 ５００ｍｇ１管 パンテノール 共和クリティケア 57.00 後発品
注 622804001 ファスジル塩酸塩点滴静注液３０ｍｇ「ＫＣＣ」 ３０．８ｍｇ２ｍＬ１管 ファスジル塩酸塩水和物 共和クリティケア 1,194.00 劇 後発品
注 622811101 ヘパリンＮａ透析用カテーテルロック用１，００

０単位／ｍＬシリンジ５ｍＬ「ニプロ」
５，０００単位５ｍＬ１筒 ヘパリンナトリウム ニプロ 315.00

注 622688901 マンニットールＳ注射液 ３００ｍＬ１袋 Ｄ－ソルビトール・Ｄ－マン
ニトール

陽進堂 480.00

注 622810901 ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「ニプ
ロ」

５０ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム ニプロ 2,316.00 劇 後発品

注 622818701 ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「明治」 ５０ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム Ｍｅｉｊｉ 2,316.00 劇 後発品
注 622811001 ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「ニプ

ロ」
７５ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム ニプロ 3,307.00 劇 後発品

注 622818801 ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「明治」 ７５ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム Ｍｅｉｊｉ 3,307.00 劇 後発品
注 622814301 ミカファンギンナトリウム点滴静注用５０ｍｇ

「日医工」
５０ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム 日医工 2,316.00 劇 後発品

注 622814401 ミカファンギンナトリウム点滴静注用７５ｍｇ
「日医工」

７５ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム 日医工 3,307.00 劇 後発品

注 622814201 ミカファンギンナトリウム点滴静注用２５ｍｇ
「日医工」

２５ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム 日医工 1,271.00 劇 後発品

注 621554902 ユエキンキープ３号輸液 ５００ｍＬ１袋 光製薬 155.00
注 621554802 ユエキンキープ３号輸液 ２００ｍＬ１袋 光製薬 155.00
外 620666705 カルプロニウム塩化物外用液５％「ＣＨ」 ５％１ｍＬ カルプロニウム塩化物 長生堂製薬 11.40 後発品
外 620483302 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ５０％１０ｍＬ グリセリン 健栄製薬 10.10 後発品
外 620483802 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ５０％３０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 100.10
外 620484402 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ５０％４０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 107.70
外 620484702 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ５０％５０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 107.70
外 620485302 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 107.70
外 620486402 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 140.60
外 620487402 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ５０％１５０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 166.90
外 620487802 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ５０％９０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 111.00
外 620616101 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０

５％「久光」
０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸

エステル
久光製薬 19.70 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
外 620617101 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム

０．０５％「久光」
０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸

エステル
久光製薬 19.70 劇 後発品

外 620617402 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション
０．０５％「ラクール」

０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸
エステル

東光薬品 10.20 劇 後発品

外 621395701 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ニットー」 ０．１％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 東亜薬品 229.50 局 後発品
外 622084102 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％ＨＶ「セン

ジュ」
１％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂 3,976.40 後発品

外 620219002 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％ＭＶ「セン
ジュ」

１％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂 5,220.20 後発品

外 622229202 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「アルコ
ン」

１％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本アルコン 3,976.40 後発品

外 622072802 ヒアルロン酸Ｎａ眼粘弾剤１％シリンジ０．６ｍ
Ｌ「日点」

１％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本点眼薬 3,976.40 後発品

外 621395902 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％ＨＶ「セ
ンジュ」

１％０．８５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂 5,419.00

外 622226502 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ニットー」 ０．３％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 東亜薬品 308.90 局 後発品
外 622816601 ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ニプロ」 ３０吸入１キット ブデソニド・ホルモテロール

フマル酸塩水和物
ニプロ 1,137.00 後発品

外 622816701 ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ニプロ」 ６０吸入１キット ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

ニプロ 2,135.90 後発品

外 621737101 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ
ｇ「ＣＥＯ」５６噴霧用

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

セオリアファーマ 695.40 後発品

外 620606902 ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏０．０
６４％「サトウ」

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

佐藤製薬 9.50 劇 後発品

外 620607602 ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム
０．０６４％「サトウ」

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

佐藤製薬 9.50 劇 後発品

外 620414701 ポビドンヨードガーグル液７％「イワキ」 ７％１ｍＬ ポビドンヨード 岩城製薬 2.20 後発品
外 620571001 ポビドンヨードスクラブ液７．５％「イワキ」 ７．５％１０ｍＬ ポビドンヨード 岩城製薬 20.20 後発品
外 620571401 ポビドンヨードゲル１０％「イワキ」 １０％１０ｇ ポビドンヨード 岩城製薬 39.50 後発品
外 622818901 メサラジン注腸１ｇ「ケンエー」 １ｇ１個 メサラジン シオノケミカル 467.70 後発品
外 622784801 モキシフロキサシン点眼液０．５％「日点」 ０．５％１ｍＬ モキシフロキサシン塩酸塩 日本点眼薬 48.80 後発品
外 622808501 モキシフロキサシン点眼液０．５％「ニットー」 ０．５％１ｍＬ モキシフロキサシン塩酸塩 東亜薬品 48.80 後発品
外 622817001 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ラクー

ル」
１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム

水和物
東光薬品 17.10 後発品
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