
20210812 経過措置分（別表２ Ｒ０４．３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 後発品

内用薬 622101602 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「テバ」 ３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水和物 日医工岐阜工場 144.00 局  後発品

内用薬 621896801 アレンドロン酸錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水和物 日医工岐阜工場 23.50 局  後発品

内用薬 622640401 ミノドロン酸錠１ｍｇ「武田テバ」 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸水和物 日医工岐阜工場 31.60  後発品
内用薬 622640501 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「武田テバ」 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸水和物 日医工岐阜工場 816.90  後発品

注射薬 622062203 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＴＹ １ｇ１瓶 ゲムシタビン塩酸塩 日医工岐阜工場 6,190  後発品

注射薬 622062103 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「

２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン塩酸塩 日医工岐阜工場 1,286  後発品

注射薬 622342601 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸水和物 日医工岐阜工場 8,571  後発品
注射薬 622060501 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇ ２００ｍｇ１０ｍＬ ドパミン塩酸塩 日医工岐阜工場 132 局  後発品
注射薬 620246305 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇ ０．１％２００ｍＬ ドパミン塩酸塩 日医工岐阜工場 845 局  後発品
注射薬 620246605 ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇ

バッグ「武田テバ」
０．３％２００ｍＬ
１袋

ドパミン塩酸塩 日医工岐阜工場 1,233 局  後発品

注射薬 622240901 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシ
リンジ「テバ」

１５０μｇ０．６ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

日医工岐阜工場 4,679  後発品

注射薬 622241001 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシ
リンジ「テバ」

３００μｇ０．７ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

日医工岐阜工場 7,507  後発品

注射薬 622240801 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリ
ンジ「テバ」

７５μｇ０．３ｍＬ
１筒

フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

日医工岐阜工場 2,894  後発品

注射薬 621544301 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍ
Ｌシリンジ１０ｍＬ「テバ」

１，０００単位１０
ｍＬ１筒

ヘパリンナトリウム 日医工岐阜工場 114  後発品

注射薬 621544201 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍ
Ｌシリンジ５ｍＬ「テバ」

５００単位５ｍＬ１
筒

ヘパリンナトリウム 日医工岐阜工場 110  後発品

注射薬 621544101 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬ
シリンジ１０ｍＬ「テバ」

１００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンナトリウム 日医工岐阜工場 90  後発品

注射薬 621544001 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬ
シリンジ５ｍＬ「テバ」

５０単位５ｍＬ１筒 ヘパリンナトリウム 日医工岐阜工場 87  後発品

注射薬 621672202 生食注シリンジ「テバ」１０ｍＬ １０ｍＬ１筒 生理食塩液 日医工岐阜工場 97 局  後発品

注射薬 621672103 生食注シリンジ「テバ」２０ｍＬ ２０ｍＬ１筒 生理食塩液 日医工岐阜工場 112 局  後発品

注射薬 621672303 生食注シリンジ「テバ」５ｍＬ ５ｍＬ１筒 生理食塩液 日医工岐阜工場 97 局  後発品
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内用薬 622101603 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＮＩＧ」 ３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

日医工岐阜工場 144.00 局  後発品

内用薬 621896803 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＮＩＧ」 ５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

日医工岐阜工場 23.50 局  後発品

内用薬 622867401 エブリスディドライシロップ６０ｍｇ ６０ｍｇ１瓶 リスジプラム 中外製薬 974,463.70  

内用薬 622867601 タズベリク錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 タゼメトスタット臭化水
素酸塩

エーザイ 3,004.60  

内用薬 622869901 ツイミーグ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 イメグリミン塩酸塩 大日本住友製薬 34.40  

内用薬 622871601 ハイヤスタ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ツシジノスタット Ｈｕｙａ　Ｊａ
ｐａｎ

20,030.50  

内用薬 622871201 ベリキューボ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ベルイシグアト バイエル薬品 403.80  
内用薬 622871001 ベリキューボ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ベルイシグアト バイエル薬品 131.50  
内用薬 622871101 ベリキューボ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ベルイシグアト バイエル薬品 230.40  
内用薬 622640402 ミノドロン酸錠１ｍｇ「ＮＩＧ」 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸水和物 日医工岐阜工場 31.60  後発品

内用薬 622640502 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ＮＩＧ」 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸水和物 日医工岐阜工場 816.90  後発品

注射薬 629915601 アイモビーグ皮下注７０ｍｇペン ７０ｍｇ１ｍＬ１
キット

エレヌマブ（遺伝子組換
え）

アムジェン 41,356  

注射薬 622849801 アジョビ皮下注２２５ｍｇシリンジ ２２５ｍｇ１．５ｍ
Ｌ１筒

フレマネズマブ（遺伝子
組換え）

大塚製薬 41,356  

注射薬 622870501 ウパシタ静注透析用１００μｇシリン
ジ

１００μｇ１ｍＬ１
筒

ウパシカルセトナトリウ
ム水和物

三和化学研究所 2,007  

注射薬 622870601 ウパシタ静注透析用１５０μｇシリン
ジ

１５０μｇ１ｍＬ１
筒

ウパシカルセトナトリウ
ム水和物

三和化学研究所 2,494  

注射薬 622870701 ウパシタ静注透析用２００μｇシリン
ジ

２００μｇ１ｍＬ１
筒

ウパシカルセトナトリウ
ム水和物

三和化学研究所 2,914  

注射薬 622870801 ウパシタ静注透析用２５０μｇシリン
ジ

２５０μｇ１ｍＬ１
筒

ウパシカルセトナトリウ
ム水和物

三和化学研究所 3,291  

注射薬 622870301 ウパシタ静注透析用２５μｇシリンジ ２５μｇ１ｍＬ１筒 ウパシカルセトナトリウ
ム水和物

三和化学研究所 976  

注射薬 622870901 ウパシタ静注透析用３００μｇシリン
ジ

３００μｇ１ｍＬ１
筒

ウパシカルセトナトリウ
ム水和物

三和化学研究所 3,635  

注射薬 622870401 ウパシタ静注透析用５０μｇシリンジ ５０μｇ１ｍＬ１筒 ウパシカルセトナトリウ
ム水和物

三和化学研究所 1,392  

注射薬 622871701 ギブラーリ皮下注１８９ｍｇ １８９ｍｇ１ｍＬ１
瓶

ギボシランナトリウム ＡＬＮＹＬＡＭ
ＪＡＰＡＮ

5,006,201  

注射薬 622062205 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＮＩ
Ｇ」

１ｇ１瓶 ゲムシタビン塩酸塩 日医工岐阜工場 6,190  後発品

注射薬 622062105 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「ＮＩＧ」

２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン塩酸塩 日医工岐阜工場 1,286  後発品

注射薬 622342603 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ
「ＮＩＧ」

４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸水和物 日医工岐阜工場 8,571  後発品

注射薬 629700801 デリタクト注 １ｍＬ１瓶 テセルパツレブ 第一三共 1,431,918  
注射薬 622060503 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇ

「ＮＩＧ」
２００ｍｇ１０ｍＬ
１管

ドパミン塩酸塩 日医工岐阜工場 132 局  後発品

注射薬 620246306 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇ
バッグ「ＮＩＧ」

０．１％２００ｍＬ
１袋

ドパミン塩酸塩 日医工岐阜工場 845 局  後発品

注射薬 620246606 ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇ
バッグ「ＮＩＧ」

０．３％２００ｍＬ
１袋

ドパミン塩酸塩 日医工岐阜工場 1,233 局  後発品

注射薬 629915801 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシ
リンジ「ＮＩＧ」

１５０μｇ０．６ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続２］

日医工岐阜工場 4,679  後発品

注射薬 629915901 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシ
リンジ「ＮＩＧ」

３００μｇ０．７ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続２］

日医工岐阜工場 7,507  後発品

注射薬 629915701 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリ
ンジ「ＮＩＧ」

７５μｇ０．３ｍＬ
１筒

フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続２］

日医工岐阜工場 2,894  後発品

注射薬 622871401 ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 レムデシビル ギリアド・サイ
エンシズ

63,342  

注射薬 621544305 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍ
Ｌシリンジ１０ｍＬ「ＮＩＧ」

１，０００単位１０
ｍＬ１筒

ヘパリンナトリウム 日医工岐阜工場 114  後発品

注射薬 621544205 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍ
Ｌシリンジ５ｍＬ「ＮＩＧ」

５００単位５ｍＬ１
筒

ヘパリンナトリウム 日医工岐阜工場 110  後発品

注射薬 621544105 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬ
シリンジ１０ｍＬ「ＮＩＧ」

１００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンナトリウム 日医工岐阜工場 90  後発品

注射薬 621544005 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬ
シリンジ５ｍＬ「ＮＩＧ」

５０単位５ｍＬ１筒 ヘパリンナトリウム 日医工岐阜工場 87  後発品

注射薬 629916001 ユニツキシン点滴静注１７．５ｍｇ／
５ｍＬ

１７．５ｍｇ５ｍＬ
１瓶

ジヌツキシマブ（遺伝子
組換え）

大原薬品工業 1,365,888  

注射薬 622870201 ライザケア輸液 １Ｌ１袋 Ｌ－リシン塩酸塩・Ｌ－
アルギニン塩酸塩

富士フイルム富
山化学

1,180  

注射薬 622870001 ルタテラ静注 ７．４ＧＢｑ２５ｍ
Ｌ１瓶

ルテチウムオキソドトレ
オチド（１７７Ｌｕ）

富士フイルム富
山化学

2,648,153  

注射薬 622870101 レカルブリオ配合点滴静注用 （１．２５ｇ）１瓶 レレバクタム水和物・イ
ミペネム水和物・シラス
タチンナトリウム

ＭＳＤ 22,447  

注射薬 629915501 レベスティブ皮下注用３．８ｍｇ ３．８ｍｇ１瓶（溶
解液付）

テデュグルチド（遺伝子
組換え）

武田薬品工業 79,302  

注射薬 621672203 生食注シリンジ「ＮＩＧ」１０ｍＬ １０ｍＬ１筒 生理食塩液 日医工岐阜工場 97 局  後発品

注射薬 621672104 生食注シリンジ「ＮＩＧ」２０ｍＬ ２０ｍＬ１筒 生理食塩液 日医工岐阜工場 112 局  後発品

注射薬 621672304 生食注シリンジ「ＮＩＧ」５ｍＬ ５ｍＬ１筒 生理食塩液 日医工岐阜工場 97 局  後発品
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