
20201211＿経過措置分（別表２＿Ｒ０３．３末まで）

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 621261101 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ ２０％２５ｇ１個 ポリスチレンスルホン酸カルシ三和化学 75.10 後発品
内 622189501 アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ ８９．２９％１ｇ ポリスチレンスルホン酸カルシ三和化学 12.10 後発品
内 610463006 アズサレオン錠２０ ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 シオノケミカル 33.00 後発品
内 620008575 アストマリ細粒１０％ １０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水鶴原製薬 7.90 劇 後発品
内 620008576 アストマリ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水鶴原製薬 5.70 後発品
内 610453015 アネトカインビスカス２％ ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩 小林化工 4.10 劇 後発品
内 616130040 アモリンカプセル２５０ ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリン水和物 武田テバ薬品 10.10 局 後発品
内 610463017 アルピード錠１０ １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 ダイト 26.30 後発品
内 610463018 アルピード錠２０ ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 ダイト 33.00 後発品
内 620007944 エナラプリルＭ錠１０「ＥＭＥＣ」 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 サンノーバ 16.20 局 後発品
内 610463039 エナラプリルＭ錠５「ＥＭＥＣ」 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 サンノーバ 16.30 局 後発品
内 620003538 カリエードプラス散（分包）９６．７％ ９６．７％１ｇ ポリスチレンスルホン酸カルシ東洋製化 12.10 後発品
内 620008626 ジアイナミックスカプセル １カプセル チアミンジスルフィド・Ｂ６・鶴原製薬 5.50 後発品
内 611170132 ジアパックス錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ジアゼパム 大鵬薬品 5.70 局 向 後発品
内 611170133 ジアパックス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ジアゼパム 大鵬薬品 5.80 局 向 後発品
内 610461141 ジソピラミド１００ｍｇカプセル １００ｍｇ１カプセル 6.60 劇 後発品
内 622314100 ジソピラミド５０ｍｇカプセル ５０ｍｇ１カプセル 6.10 劇 後発品
内 620005979 ジベトンＳ腸溶錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ブホルミン塩酸塩 寿製薬 9.80 局 劇 後発品
内 620006672 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 ５００ｍｇ１錠 炭酸水素ナトリウム マイラン製薬 5.70 後発品
内 612340143 重曹「ホエイ」 １０ｇ 炭酸水素ナトリウム マイラン製薬 7.50 局
内 620000050 シロスレット内服ゼリー１００ｍｇ １００ｍｇ１包 シロスタゾール 日医工 62.90 後発品
内 620000049 シロスレット内服ゼリー５０ｍｇ ５０ｍｇ１包 シロスタゾール 日医工 52.60 後発品
内 610453059 セフィーナ細粒５０ ５０ｍｇ１ｇ セフィキシム水和物 武田テバファーマ 61.20
内 610412102 センノサイド顆粒８％「ＥＭＥＣ」 ８％１ｇ センノシド サンノーバ 12.40 後発品
内 620002750 タピゾールカプセル３０ ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾール 武田テバファーマ 40.20 局 後発品
内 620002453 ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン散１０％「メタル」１０％１ｇ ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸中北薬品 7.60 局
内 620007021 ノイメチコール錠５００μｇ ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン 寿製薬 5.70 局 後発品
内 620121101 パドパリン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチンメシル酸塩 寿製薬 46.10 劇 後発品
内 620007033 バリトゲン消泡内用液２％ ２％１ｍＬ ジメチコン 伏見製薬所 3.10 後発品
内 620423701 バルギン消泡内用液２％ ２％１ｍＬ ジメチコン カイゲンファーマ 3.10 後発品
内 620002773 パルナックカプセル０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 武田テバファーマ 19.40 後発品
内 620002774 パルナックカプセル０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 武田テバファーマ 35.20 後発品
内 620007036 バロス消泡内用液２％ ２％１ｍＬ ジメチコン 堀井薬品 3.10 後発品
内 613130503 パンテチン錠シオエ１００ １００ｍｇ１錠 パンテチン シオエ製薬 5.70 後発品
内 610453095 ビクロックス顆粒４０％ ４０％１ｇ アシクロビル 小林化工 103.20 局 後発品
内 610453096 ビクロックスシロップ８％ ８％１ｍＬ アシクロビル 小林化工 26.30 局 後発品
内 620488101 ピコダルム顆粒１％ １％１ｇ ピコスルファートナトリウム水日新（山形） 19.60 後発品
内 620007092 ポリシロ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 ジメチコン 堀井薬品 5.70 後発品
内 622083301 ポリシロ錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 ジメチコン 堀井薬品 5.70 後発品
内 617210061 マグコロール ２５０ｍＬ１瓶 クエン酸マグネシウム 堀井薬品 399.40
内 617210100 マグコロールＰ １ｇ クエン酸マグネシウム 堀井薬品 7.70
内 622518201 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 １０ｍｇ１錠 ミチグリニドカルシウム水和物シオノケミカル 14.70 後発品
内 622518101 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 ５ｍｇ１錠 ミチグリニドカルシウム水和物シオノケミカル 8.60 後発品
内 620007110 ムイロジン細粒１０％ １０％１ｇ ベンズブロマロン 寿製薬 36.60 劇 後発品
内 610453130 モルペス細粒２％ ２％１ｇ モルヒネ硫酸塩水和物 藤本製薬 401.80 麻 劇 後発品
内 610453131 モルペス細粒６％ ６％１ｇ モルヒネ硫酸塩水和物 藤本製薬 1,056.60 麻 劇 後発品
内 622129601 ユピテル錠１０ １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 岩城製薬 26.30 後発品
内 610463208 ユピテル錠２０ ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 岩城製薬 33.00 後発品
内 620000568 リン酸コデイン散１％「フソー」 １％１ｇ コデインリン酸塩水和物 扶桑薬品 7.70 局 劇
内 610450010 リン酸コデイン散１％「メタル」 １％１ｇ コデインリン酸塩水和物 中北薬品 9.80 局 劇
内 610450011 リン酸ジヒドロコデイン散１％「メタル」 １％１ｇ ジヒドロコデインリン酸塩 中北薬品 8.60 局 劇
内 610454092 ローザグッド錠２５ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ 藤本製薬 5.90 後発品
内 610454093 ローザグッド錠５０ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ 藤本製薬 13.30 後発品
内 620007153 ロキプロナール錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水寿製薬 9.80 局 後発品
内 620537001 ロンステロン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル 日新（山形） 59.30
注 642110013 アンナカ注「フソー」－１０％ １０％１ｍＬ１管 安息香酸ナトリウムカフェイン扶桑薬品 64.00 後発品
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注 642110015 アンナカ注「フソー」－２０％ ２０％１ｍＬ１管 安息香酸ナトリウムカフェイン扶桑薬品 64.00 後発品
注 620007193 イオパーク２４０注シリンジ１００ｍＬ ５１．７７％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール 富士製薬 4,434.00 局
注 620007202 イオパーク３５０注５０ｍＬ ７５．４９％５０ｍＬ１瓶 イオヘキソール 富士製薬 2,854.00 局
注 622157901 イオベリン２４０注シリンジ１００ｍＬ ５１．７７％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール 武田テバファーマ 4,434.00 局
注 621535601 イオベリン３５０注５０ｍＬ ７５．４９％５０ｍＬ１瓶 イオヘキソール 武田テバファーマ 2,854.00 局
注 620009522 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイホ１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 サンファーマ 4,356.00 劇 後発品
注 620009518 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「タイホウ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 サンファーマ 1,955.00 劇 後発品
注 622749300 エダラボン３０ｍｇ２０ｍＬ注射液 ３０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 1,133.00 後発品
注 620004311 塩酸チアミン注５０ｍｇ「フソー」 ５０ｍｇ１管 チアミン塩化物塩酸塩 扶桑薬品 94.00 局
注 620007233 オイパロミン１５０注２００ｍＬ ３０．６２％２００ｍＬ１瓶 イオパミドール 富士製薬 3,932.00 局 後発品
注 620007241 オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ ７５．５２％１００ｍＬ１筒 イオパミドール 富士製薬 4,107.00 局 後発品
注 640470007 オキリコン注シリンジ２０ｍｇ ２０ｍｇ０．５ｍＬ１筒 オザグレルナトリウム 武田テバファーマ 343.00 局 後発品
注 640470008 オキリコン注シリンジ４０ｍｇ ４０ｍｇ１ｍＬ１筒 オザグレルナトリウム 武田テバファーマ 711.00 局 後発品
注 640470009 オキリコン注シリンジ８０ｍｇ ８０ｍｇ２ｍＬ１筒 オザグレルナトリウム 武田テバファーマ 1,431.00 局 後発品
注 620003205 カコージンＤ注０．１％ ０．１％２００ｍＬ１袋 ドパミン塩酸塩 日本製薬 845.00 局 劇 後発品
注 620003207 カコージンＤ注０．３％ ０．３％２００ｍＬ１袋 ドパミン塩酸塩 日本製薬 1,233.00 局 劇 後発品
注 621155407 献血アルブミン２０「ＫＭＢ」 ２０％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン ＫＭバイオロジクス 4,055.00
注 621156607 献血アルブミン２５「ＫＭＢ」 ２５％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン ＫＭバイオロジクス 5,002.00
注 620007297 コアヒビター注射用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 エイワイファーマ 645.00 劇 後発品
注 621560901 コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１管 酢酸テトラコサクチド亜鉛 第一三共 1,887.00
注 620511001 コートロシン注射用０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１管 テトラコサクチド酢酸塩 第一三共 1,363.00
注 620008817 サクシゾン静注用１０００ｍｇ １ｇ１瓶（溶解液付） ヒドロコルチゾンコハク酸エス武田テバ薬品 2,107.00 後発品
注 620008816 サクシゾン静注用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶（溶解液付） ヒドロコルチゾンコハク酸エス武田テバ薬品 1,194.00 後発品
注 620008818 サクシゾン注射用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶（溶解液付） ヒドロコルチゾンコハク酸エス武田テバ薬品 300.00 後発品
注 620008819 サクシゾン注射用３００ｍｇ ３００ｍｇ１瓶（溶解液付） ヒドロコルチゾンコハク酸エス武田テバ薬品 903.00 後発品
注 643180043 ジアイナミックス注射液 １０ｍＬ１管 チアミンジスルフィド・Ｂ６・鶴原製薬 58.00 後発品
注 620004140 セファピコール静注用０．２５ｇ ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩 武田テバファーマ 182.00 局 後発品
注 620003732 セファピコール静注用１ｇ １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩 武田テバファーマ 402.00 局 後発品
注 640453119 注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥＫ」 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 小林化工 645.00 劇 後発品
注 640461010 ドパミン塩酸塩２００ｍｇ１０ｍＬ注射液 ２００ｍｇ１０ｍＬ１管 131.00 劇 後発品
注 643130097 パンテチン注１０％「小林」 ２００ｍｇ１管 パンテチン 共和クリティケア 57.00 後発品
注 620007445 ヒカミロンディスポ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 鶴原製薬 406.00 局 後発品
注 620006284 ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１管 アシクロビル 小林化工 940.00 局 後発品
注 622683701 ピリヴィジェン１０％点滴静注１０ｇ／１００ｍＬ１０ｇ１００ｍＬ１瓶 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリＣＳＬベーリング 79,469.00
注 622683801 ピリヴィジェン１０％点滴静注２０ｇ／２００ｍＬ２０ｇ２００ｍＬ１瓶 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリＣＳＬベーリング 157,228.00
注 622683601 ピリヴィジェン１０％点滴静注５ｇ／５０ｍＬ ５ｇ５０ｍＬ１瓶 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリＣＳＬベーリング 40,168.00
注 620004181 プレペノン注１００ｍｇシリンジ １％１０ｍＬ１筒 モルヒネ塩酸塩水和物 テルモ 2,620.00 麻 劇 後発品
注 621480901 ミニヘパ透析用５００単位／ｍＬバイアル１０ｍＬ５，０００低分子量ヘパリン単パルナパリンナトリウム ＩＬＳ 859.00
注 620003001 モベンゾシン静注用１ｇ １ｇ１瓶 セフタジジム水和物 武田テバファーマ 479.00 局 後発品
外 620006357 アイケア点眼液０．１％ ０．１％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 科研製薬 229.50 局 後発品
外 622167401 アイケア点眼液０．３％ ０．３％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 科研製薬 308.90 局 後発品
外 620007571 アネトカインゼリー２％ ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩 小林化工 4.40 後発品
外 620007573 アフタシール２５μｇ ２５μｇ１枚 トリアムシノロンアセトニド 帝國製薬 37.90
外 620007597 インテナシンパップ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インドメタシン 原沢製薬 17.10 後発品
外 662610269 「エビス」クリゲン液 ５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩兼一薬品 10.70 後発品
外 660431032 塩化ベンザルコニウム液１０〈ハチ〉 １０％１０ｍＬ ベンザルコニウム塩化物 東洋製化 6.70 局
外 620006711 塩酸テルビナフィンクリーム１％「マイラン」 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 マイラン製薬 18.70 局 後発品
外 622003701 オペガンハイ０．６眼粘弾剤１％ １％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 生化学 3,976.40 後発品
外 620006396 オペガンハイ０．７眼粘弾剤１％ １％０．７ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 生化学 5,414.80 後発品
外 620006397 オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％ １％０．８５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 生化学 5,419.00
外 620006407 カリーユニ点眼液０．００５％ ０．００５％５ｍＬ１瓶 ピレノキシン 参天製薬 64.90 後発品
外 662640079 カンフル精（小堺） １０ｍＬ カンフル 小堺製薬 15.20 ※ 後発品
外 662610517 クリゲンエタノール液０．５％（Ｒ）「エビス」 ０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩兼一薬品 6.40 後発品
外 621654403 ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」 ５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩日医工 9.40 後発品
外 662610293 ５％フェルマジン液 ５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩シオエ製薬 10.70 後発品
外 620009004 シマロンクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ フルオシノニド 東興薬品 14.70 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 620009005 シマロンゲル０．０５％ ０．０５％１ｇ フルオシノニド 東興薬品 14.70 劇 後発品
外 620009006 シマロン軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ フルオシノニド 東興薬品 14.70 劇 後発品
外 620008247 スカイロン点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エス東興薬品 695.40 後発品
外 622440401 スミル外用ポンプスプレー３％ ３％１ｍＬ フェルビナク 三笠製薬 6.40 後発品
外 620645301 スミルスチック３％ ３％１ｇ フェルビナク 三笠製薬 6.50 後発品
外 620008248 スミルテープ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク 三笠製薬 14.00 局 後発品
外 620006444 ソフティア点眼液０．０２％ ０．０２％５ｍＬ１瓶 シアノコバラミン 千寿製薬 86.40 後発品
外 620009019 タオン外用液１％ １％１ｍＬ クロトリマゾール 東興薬品 13.00 後発品
外 620009020 タオンクリーム１％ １％１ｇ クロトリマゾール 東興薬品 13.00 後発品
外 620009021 タオンゲル１％ １％１ｇ クロトリマゾール 東興薬品 13.00 後発品
外 620009022 ティアバランス点眼液０．１％ ０．１％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 千寿製薬 229.50 局 後発品
外 622260801 ティアバランス点眼液０．３％ ０．３％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 千寿製薬 308.90 局 後発品
外 621372207 ディーピーポロン軟膏０．０６４％ ０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エ東光薬品 9.50 劇 後発品
外 620813501 ビーソフテンクリーム０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 帝國製薬 7.30 後発品
外 620654701 ビーソフテンゲル０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 帝國製薬 5.90 後発品
外 620814001 ビーソフテンローション０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 帝國製薬 7.30 後発品
外 620572201 ヒポジン消毒液１０％ １０％１０ｍＬ ポビドンヨード シオエ製薬 13.20 後発品
外 620007762 フループテープ４０ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フルルビプロフェン 救急薬品 13.10 後発品
外 620009601 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」５６噴霧用４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エス東和薬品 695.40 後発品
外 621969001 フロラーズ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エス日本臓器 695.40 後発品
外 620007773 プロラノン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン 参天製薬 24.40 後発品
外 620009067 ポピロンガーグル７％ ７％１ｍＬ ポビドンヨード シオエ製薬 2.20 後発品
外 620009070 ポリヨードン消毒液１０％「カネイチ」 １０％１０ｍＬ ポビドンヨード 兼一薬品 11.30 後発品
外 620008274 レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「ＴＯＡ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩 東亜薬品 72.00 後発品
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