
20150619経過措置分（別表７）

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 620004430 アイロメート錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 アフロクアロン 沢井製薬 8.30 後発品
内 610444006 アキリデン細粒１％ １％１ｇ ビペリデン塩酸塩 共和薬品工業 19.10 後発品
内 610444007 アキリデン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩 共和薬品工業 5.60 後発品
内 622106501 アスコマーナ錠０．１２５ｍｇ ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 日新製薬（山形） 5.60 向 後発品
内 611120140 アスコマーナ錠０．２５ ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 日新製薬（山形） 5.80 向 後発品
内 620375701 アストマトップ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 ペントキシベリンクエン酸塩 鶴原製薬 5.40 後発品
内 620000005 アテノート錠１０ １０ｍｇ１錠 カルベジロール テバ製薬 26.80 局 後発品
内 620002639 アトミフェン錠２００ ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン 高田製薬 8.10 後発品
内 620000007 アトミフェンドライシロップ２０％ ２０％１ｇ アセトアミノフェン 高田製薬 9.90 劇 後発品
内 620006824 アニルーメ細粒２０％ ２０％１ｇ アセトアミノフェン 長生堂製薬 8.60 劇 後発品
内 620000008 アニルーメ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン 長生堂製薬 8.10 後発品
内 620002640 アニルーメ錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン 長生堂製薬 9.00 後発品
内 612340072 アルミワイス １０ｇ 合成ケイ酸アルミニウム マイラン製薬 24.00 局
内 610454004 アンギナール散１２．５％ １２．５％１ｇ ジピリダモール 長生堂製薬 25.80 後発品
内 610454005 アンギナール錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠 ジピリダモール 長生堂製薬 5.70 後発品
内 612170034 アンギナール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール 長生堂製薬 5.70 後発品
内 620001961 イトラートカプセル５０ ５０ｍｇ１カプセル イトラコナゾール 沢井製薬 171.20 後発品
内 620007931 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「タイヨー」 １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩 テバ製薬 71.20 局 後発品
内 620007919 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「タイヨー」 ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩 テバ製薬 20.00 局 後発品
内 620007925 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩 テバ製薬 35.60 局 後発品
内 620004454 ウナスチン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物マイラン製薬 9.60 局 後発品
内 610454009 Ｓ－カルジー錠２５ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ 日新製薬（山形） 5.60 後発品
内 622030101 エピレナート錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 藤永製薬 9.10 局 後発品
内 620003518 エピレナート錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 藤永製薬 11.80 局 後発品
内 610453026 エピレナート徐放顆粒４０％ ４０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム 藤永製薬 26.80 後発品
内 620003519 エピレナートシロップ５％ ５％１ｍＬ バルプロ酸ナトリウム 藤永製薬 6.70 局 後発品
内 620003537 カームダン錠０．４ｍｇ ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム 共和薬品工業 5.60 向 後発品
内 621979901 カームダン錠０．８ｍｇ ０．８ｍｇ１錠 アルプラゾラム 共和薬品工業 8.20 向 後発品
内 620001990 カオルトーン錠１０ １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 日新製薬（山形） 13.20 局 劇 後発品
内 620001991 カオルトーン錠２０ ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 日新製薬（山形） 25.60 局 劇 後発品
内 621938301 カオルトーン錠５ ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 日新製薬（山形） 9.90 局 劇 後発品
内 620001994 ガスセプト錠１０ １０ｍｇ１錠 ファモチジン メディサ新薬 14.50 局 後発品
内 620001995 ガスセプト錠２０ ２０ｍｇ１錠 ファモチジン メディサ新薬 19.60 局 後発品
内 610444043 ガスチーム ２０，０００単位 プロナーゼ 日医工 112.70
内 620000027 ガスペラジン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ファモチジン 長生堂製薬 10.60 局 後発品
内 610463057 ガスリック錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ファモチジン 日新製薬（山形） 10.60 局 後発品
内 610463058 ガスリック錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ファモチジン 日新製薬（山形） 19.60 局 後発品
内 620002001 ガスリックＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ファモチジン 日新製薬（山形） 10.60 後発品
内 610463059 ガスリックＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ファモチジン 日新製薬（山形） 19.60 後発品
内 613320062 カルタゾン錠３０ ３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物鶴原製薬 5.60 後発品
内 622098601 カルドナン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 メディサ新薬 12.10 局 後発品
内 620002706 カルドナン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 メディサ新薬 21.10 局 後発品
内 620002707 カルドナン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 メディサ新薬 31.70 局 後発品
内 622098701 カルドナン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 メディサ新薬 67.40 局 後発品
内 620005949 カルナコール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 トラピジル 沢井製薬 5.60 後発品
内 620002708 カルベジロール錠１０「タツミ」 １０ｍｇ１錠 カルベジロール 辰巳化学 26.80 局 後発品
内 620002709 カルベジロール錠２０「タツミ」 ２０ｍｇ１錠 カルベジロール 辰巳化学 51.70 局 後発品
内 620673501 γ－パルトックスン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ガンマオリザノール 鶴原製薬 5.60 後発品
内 620002716 キャルマック錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット 第一三共エスファ 46.10 局 後発品
内 620004976 クリマーゲンＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ファモチジン マイラン製薬 10.60 後発品
内 620004977 クリマーゲンＯＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ファモチジン マイラン製薬 19.60 後発品
内 620005429 コニプロス錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩 日新製薬（山形） 17.10 局 劇 後発品
内 620003951 コニプロス錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩 日新製薬（山形） 29.00 局 劇 後発品
内 620005430 コニプロス錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩 日新製薬（山形） 63.50 局 劇 後発品
内 620004492 コリリック錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 チメピジウム臭化物水和物 沢井製薬 5.60 後発品
内 620004996 コンボン細粒１％ １％１ｇ テルブタリン硫酸塩 辰巳化学 10.50 後発品
内 620004997 コンボン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 テルブタリン硫酸塩 辰巳化学 5.60 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 621935201 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「タイヨー」１００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩 テバ製薬 77.80 局 後発品
内 621935101 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「タイヨー」 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩 テバ製薬 45.60 局 後発品
内 621980001 スタドルフ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 スルトプリド塩酸塩 共和薬品工業 5.60 劇 後発品
内 620004509 セキタールシロップ０．２％ ０．２％１ｍＬ オキサトミド マイラン製薬 8.10 後発品
内 622064501 セナプリド錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠 アラセプリル 日新製薬（山形） 8.90 局 後発品
内 621587101 ソルドール錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 センノシド ジェイドルフ製薬 5.00 後発品
内 622161501 ダイタリック錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 アゾセミド 長生堂製薬 12.20 後発品
内 610433078 ダイタリック錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 アゾセミド 長生堂製薬 18.50 後発品
内 620003572 タスオミン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩 バイエル薬品 99.30 後発品
内 620003573 タスオミン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩 バイエル薬品 204.50 後発品
内 620002746 タツジピン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ベナゼプリル塩酸塩 辰巳化学 41.50 後発品
内 610412114 チワンカプセル１０ １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物 沢井製薬 6.40 後発品
内 622010301 チワンカプセル５ ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物 沢井製薬 6.40 後発品
内 620006044 トフィス錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 トフィソパム 沢井製薬 5.80 後発品
内 620005050 トリスメン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド 辰巳化学 6.10 局 後発品
内 622106701 トルクシール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩水和物 日新製薬（山形） 5.80 後発品
内 620306201 トルクシール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩水和物 日新製薬（山形） 5.60 後発品
内 620004005 トレキサメットカプセル２ｍｇ ２ｍｇ１カプセル メトトレキサート シオノケミカル 135.40 局 劇 後発品
内 610407355 ニチステート細粒１０％ １０％１ｇ チクロピジン塩酸塩 日医工 20.50 劇 後発品
内 620257101 ノルペースカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル ジソピラミド ファイザー 23.00 劇 後発品
内 620256601 ノルペースカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミド ファイザー 15.70 劇 後発品
内 620259501 ノルペースＣＲ錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 リン酸ジソピラミド ファイザー 48.80 劇 後発品
内 611170859 パルギン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム 藤永製薬 6.30 局 後発品
内 611170860 パルギン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 エチゾラム 藤永製薬 9.60 局 後発品
内 620006076 ピコスルファットカプセル２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１カプセル ピコスルファートナトリウム水和物東洋カプセル 5.80 後発品
内 620004030 ビラス錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩 東和薬品 129.80 後発品
内 620005525 ピルジカイニド塩酸塩錠２５ｍｇ「三和」 ２５ｍｇ１錠 ピルシカイニド塩酸塩水和物 三和化学研究所 28.10 劇 後発品
内 620005526 ピルジカイニド塩酸塩錠５０ｍｇ「三和」 ５０ｍｇ１錠 ピルシカイニド塩酸塩水和物 三和化学研究所 46.80 劇 後発品
内 620006086 ピロデイン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩水和物 沢井製薬 5.60 後発品
内 620003170 フォルセニッド錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 センノシド マイラン製薬 5.00 後発品
内 620006681 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「ＫＨ」 １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム マイラン製薬 37.80 局 後発品
内 621981401 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「ＫＨ」 ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム マイラン製薬 20.60 局 後発品
内 620000117 プリモール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 辰巳化学 23.90 後発品
内 620003608 フルペン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩 沢井製薬 5.00 後発品
内 620006108 プロスエード錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 プロブコール 沢井製薬 7.50 局 後発品
内 610463181 プロスタリン錠２０μｇ ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム 共和薬品工業 24.40 局 劇 後発品
内 620003174 ベクタンカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル トコフェロール酢酸エステル マイラン製薬 5.60 後発品
内 620003175 ベクタン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 トコフェロール酢酸エステル ファイザー 5.60 後発品
内 620004051 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タイヨー」 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩 テバ製薬 13.30 局 劇 後発品
内 620004059 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タイヨー」 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩 テバ製薬 22.80 局 劇 後発品
内 620005110 ホフバン散１０％ １０％１ｇ ジメモルファンリン酸塩 辰巳化学 37.10 劇 後発品
内 620005111 ホフバン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ジメモルファンリン酸塩 辰巳化学 5.60
内 620005112 ホフバンシロップ０．２５％ ０．２５％１ｍＬ ジメモルファンリン酸塩 辰巳化学 2.80 後発品
内 620007091 ボラボミン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム 鶴原製薬 5.60 劇 後発品
内 620008738 マゴチミンシロップ０．０４％ ０．０４％１０ｍＬ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩鶴原製薬 11.30 後発品
内 620000144 ミコシストカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル フルコナゾール 高田製薬 498.60 後発品
内 620000143 ミコシストカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾール 高田製薬 382.90 後発品
内 610406307 メキシレート錠１００ １００ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩 共和クリティケア 29.00 劇 後発品
内 610406306 メキシレート錠５０ ５０ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩 共和クリティケア 15.70 劇 後発品
内 612140684 メトプリック錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 テバ製薬 7.30 局 劇 後発品
内 620000157 メバリッチ錠１０ １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 日新製薬（山形） 37.80 局 後発品
内 620000156 メバリッチ錠５ ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 日新製薬（山形） 20.60 局 後発品
内 620008765 ランデールン顆粒２０％ ２０％１ｇ イブプロフェン 鶴原製薬 6.20 後発品
内 620007135 リザスト錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 オーラノフィン 沢井製薬 37.60 局 劇 後発品
内 620002877 リズムサットカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩水和物 長生堂製薬 23.30 劇 後発品
内 620002878 リズムサットカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩水和物 長生堂製薬 35.70 劇 後発品
内 610406345 リチオマール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム 藤永製薬 10.10 劇 後発品
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内 610406346 リチオマール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム 藤永製薬 15.80 劇 後発品
内 611130067 レキシン５０％細粒 ５０％１ｇ カルバマゼピン 藤永製薬 17.20 後発品
内 610422312 レキシン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 カルバマゼピン 藤永製薬 5.60 後発品
内 620003662 レキシン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 カルバマゼピン 藤永製薬 7.70 後発品
内 621215601 ロキソート錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物日新製薬（山形） 7.80 局 後発品
内 610422326 ロキペイン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物共和薬品工業 7.80 局 後発品
注 620008786 アジリース静注１０ｍｇ ０．５％２ｍＬ１管 ジピリダモール イセイ 56.00 後発品
注 620004421 アドベイト注射用１０００ １，０００単位１瓶（溶解液付）ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）バクスター 75,977.00
注 621984101 アドベイト注射用２０００ ２，０００単位１瓶（溶解液付）ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）バクスター 140,897.00
注 620004419 アドベイト注射用２５０ ２５０単位１瓶（溶解液付） ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）バクスター 21,996.00
注 620004420 アドベイト注射用５００ ５００単位１瓶（溶解液付） ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）バクスター 40,970.00
注 620008790 アルキオーネ注２００ｍｇ １０％２ｍＬ１管 シメチジン イセイ 56.00 後発品
注 620007221 エスアリネート注５０ｍｇ ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 フルスルチアミン塩酸塩 日新製薬（山形） 56.00 後発品
注 620007228 エルベン注２ｍｇ ０．１％２ｍＬ１管 ベルベリン硫酸塩水和物 日新製薬（山形） 56.00
注 620002940 局麻用フリードカイン注０．５％ ０．５％５ｍＬ１管 塩酸リドカイン マイラン製薬 58.00 劇 後発品
注 620002941 局麻用フリードカイン注０．５％ ０．５％１０ｍＬ１管 塩酸リドカイン マイラン製薬 68.00 劇 後発品
注 620000221 局麻用フリードカイン注１％ １％５ｍＬ１管 塩酸リドカイン マイラン製薬 58.00 劇 後発品
注 620000222 局麻用フリードカイン注１％ １％１０ｍＬ１管 塩酸リドカイン マイラン製薬 85.00 劇 後発品
注 620000223 局麻用フリードカイン注２％ ２％５ｍＬ１管 塩酸リドカイン マイラン製薬 58.00 劇 後発品
注 620000224 局麻用フリードカイン注２％ ２％１０ｍＬ１管 塩酸リドカイン マイラン製薬 117.00 劇 後発品
注 620005659 グラニセトロン静注液１ｍｇ「タイヨー」 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン塩酸塩 テバ製薬 765.00 劇 後発品
注 620005669 グラニセトロン静注液３ｍｇ「タイヨー」 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン塩酸塩 テバ製薬 2,300.00 劇 後発品
注 640463050 グリセリンＦ注 ２００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖 光製薬 185.00 後発品
注 640463051 グリセリンＦ注 ３００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖 光製薬 272.00 後発品
注 620008203 グリセリンＦ注 ５００ｍＬ１瓶 濃グリセリン・果糖 光製薬 386.00 後発品
注 620007274 グリセレブ点滴静注 ２００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖 テルモ 185.00 後発品
注 620007275 グリセレブ点滴静注 ３００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖 テルモ 272.00 後発品
注 622132301 グリセレブ点滴静注 ５００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖 テルモ 386.00 後発品
注 620006224 クリダマシン注３００ｍｇ ３００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステルニプロ 178.00 局 後発品
注 620006225 クリダマシン注６００ｍｇ ６００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステルニプロ 258.00 局 後発品
注 622132401 グリポーゼ注 ５００ｍＬ１瓶 濃グリセリン・果糖 扶桑薬品工業 386.00 後発品
注 640422034 グリポーゼ注 ２００ｍＬ１瓶 濃グリセリン・果糖 扶桑薬品工業 185.00 後発品
注 640422035 グリポーゼ注 ３００ｍＬ１瓶 濃グリセリン・果糖 扶桑薬品工業 272.00 後発品
注 643910082 グルコリンＳ注射液 ２０ｍＬ１管 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤扶桑薬品工業 56.00
注 620005162 クレイトン静注液１００ｍｇ １００ｍｇ２ｍＬ１管 ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウムエール薬品 212.00 後発品
注 620005163 クレイトン静注液５００ｍｇ ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウムエール薬品 774.00 後発品
注 620003721 献血アルブミン２０－ニチヤク ２０％２０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン 日本製薬 2,673.00
注 620003722 献血アルブミン２０－ニチヤク ２０％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン 日本製薬 5,022.00
注 620002196 献血アルブミン２５－ニチヤク ２５％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン 日本製薬 5,817.00
注 620004127 献血アルブミン５－ニチヤク ５％２５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン 日本製薬 5,677.00
注 620007309 ザルバン注０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１管 ブプレノルフィン塩酸塩 日新製薬（山形） 81.00 向 劇 後発品
注 620007310 ザルバン注０．３ｍｇ ０．３ｍｇ１管 ブプレノルフィン塩酸塩 日新製薬（山形） 107.00 向 劇 後発品
注 641410002 ３０ｍｇレスミン注射液 １．５％２ｍＬ１管 ジフェンヒドラミン塩酸塩 日新製薬（山形） 56.00
注 641410001 １０ｍｇレスミン注射液 １％１ｍＬ１管 ジフェンヒドラミン塩酸塩 日新製薬（山形） 56.00
注 620007366 チオトミン注２５ｍｇ ０．５％５ｍＬ１管 チオクト酸 日新製薬（山形） 56.00
注 642450142 注射用プリドール１０００ １ｇ１瓶（溶解液付） メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウムエール薬品 2,027.00 後発品
注 642450139 注射用プリドール４０ ４０ｍｇ１瓶（溶解液付） メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウムエール薬品 199.00 後発品
注 620008534 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「タイヨー」２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン テバ製薬 3,113.00 劇 後発品
注 640407199 ドプミンＫ注２００ ０．１％２００ｍＬ１袋 ドブタミン塩酸塩 マイラン製薬 1,421.00 劇 後発品
注 640407200 ドプミンＫ注６００ ０．３％２００ｍＬ１袋 ドブタミン塩酸塩 マイラン製薬 2,587.00 劇 後発品
注 620003229 ニチフィリンＭ注３００ｍｇ １５％２ｍＬ１管 ジプロフィリン 日新製薬（山形） 50.00
注 620007400 ニチフィリン注ＰＢ２５０ｍｇ ２．５％１０ｍＬ１管 アミノフィリン水和物 日新製薬（山形） 56.00
注 620008539 ヒシファーゲンＣ静注２０ｍＬシリンジ ２０ｍＬ１筒 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤ニプロ 175.00 後発品
注 620008540 ヒシファーゲンＣ静注４０ｍＬシリンジ ４０ｍＬ１筒 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤ニプロ 274.00 後発品
注 640406148 ヒシファーゲンＣ注 ２０ｍＬ１管 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤ニプロ 56.00 後発品
注 620002268 ビタミンＣ注１０％ＰＢ ５００ｍｇ１管 アスコルビン酸 日新製薬（山形） 56.00 後発品
注 620007464 ファイバ注射用１０００ １，０００単位２０ｍＬ１瓶（溶解液付）乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体バクスター 191,559.00
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20150619経過措置分（別表７）

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 620007463 ファイバ注射用５００ ５００単位１０ｍＬ１瓶（溶解液付）乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体バクスター 92,352.00
注 644290002 プラトシン注１０ １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 シスプラチン ファイザー 2,155.00 毒 後発品
注 644290003 プラトシン注２５ ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 シスプラチン ファイザー 3,819.00 毒 後発品
注 644290004 プラトシン注５０ ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 シスプラチン ファイザー 9,127.00 毒 後発品
注 620008231 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「タイヨー」 ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル テバ製薬 1,495.00 劇 後発品
注 621701901 フレスバル静注５０００単位／５ｍＬ ５，０００低分子ヘパリン国際単位１管ダルテパリンナトリウム 日新製薬（山形） 701.00 後発品
注 642110133 プレドパ注２００ ０．１％２００ｍＬ１袋 ドパミン塩酸塩 マイラン製薬 926.00 局 劇 後発品
注 642110134 プレドパ注６００ ０．３％２００ｍＬ１袋 ドパミン塩酸塩 マイラン製薬 1,395.00 局 劇 後発品
注 640444112 マスキュレート静注用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶 ベクロニウム臭化物 富士製薬工業 554.00 毒 後発品
注 640444111 マスキュレート静注用４ｍｇ ４ｍｇ１管（溶解液付） ベクロニウム臭化物 富士製薬工業 259.00 毒 後発品
注 620000330 ミコシスト静注液０．１％ ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール 高田製薬 1,107.00 後発品
注 620000331 ミコシスト静注液０．２％ ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール 高田製薬 1,522.00 後発品
注 620000332 ミコシスト静注液０．２％ ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール 高田製薬 2,695.00 後発品
注 620002997 ミネリック－５注シリンジ ２ｍＬ１筒 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤ニプロ 204.00 後発品
注 620008941 メジェイド筋注５０ｍｇ ５０ｍｇ１管 ケトプロフェン 日新製薬（山形） 56.00 劇 後発品
注 640407247 ヤスラミン注 １０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウムニプロ 61.00 後発品
注 640462036 リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ １１．２５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩 武田薬品工業 72,978.00 劇
注 640406224 リュープリン注射用１．８８ １．８８ｍｇ１瓶（懸濁用液付）リュープロレリン酢酸塩 武田薬品工業 30,383.00 劇
注 642490119 リュープリン注射用３．７５ ３．７５ｍｇ１瓶（懸濁用液付）リュープロレリン酢酸塩 武田薬品工業 43,468.00 劇
注 640432015 リュープリン注射用キット１．８８ １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩 武田薬品工業 31,304.00 劇
注 640432016 リュープリン注射用キット３．７５ ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩 武田薬品工業 40,975.00 劇
注 620006348 リンタシン注射液３００ｍｇ ３００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル富士製薬工業 178.00 局 後発品
注 620006349 リンタシン注射液６００ｍｇ ６００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル富士製薬工業 258.00 局 後発品
外 621389401 エスカイン吸入麻酔液 １ｍＬ イソフルラン マイラン製薬 27.00 局 劇 後発品
外 620003845 エレクター点鼻液０．０５％ ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩 マイラン製薬 442.60 後発品
外 660453013 オルカビット点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ オフロキサシン シオノケミカル 48.90 後発品
外 667120056 吸水軟膏「ホエイ」 １０ｇ 吸水クリーム マイラン製薬 20.20 局
外 620000374 クリード吸入液１％ １％２ｍＬ１管 クロモグリク酸ナトリウム 沢井製薬 40.30 後発品
外 662350042 グリセリン浣腸「ムネ」１２０ ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン ムネ製薬 138.70 後発品
外 662350043 グリセリン浣腸「ムネ」１５０ ５０％１５０ｍＬ１個 グリセリン ムネ製薬 168.00 後発品
外 662350040 グリセリン浣腸「ムネ」３０ ５０％３０ｍＬ１個 グリセリン ムネ製薬 71.90 後発品
外 662350041 グリセリン浣腸「ムネ」６０ ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン ムネ製薬 109.70 後発品
外 620006419 ケラベンス軟膏２０％ ２０％１ｇ 尿素 シオノケミカル 5.60 後発品
外 662610525 コンクノール液１０％ １０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩マイラン製薬 7.00 後発品
外 620001813 親水軟膏（シオエ） １０ｇ 親水クリーム シオエ製薬 24.50 局 ※
外 667120057 親水軟膏「ホエイ」 １０ｇ 親水クリーム マイラン製薬 24.50 局
外 621170910 親水軟膏「ヨシダ」 １０ｇ 親水クリーム 吉田製薬 24.50 局
外 620009014 セブテットパップ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク 沢井製薬 14.80 後発品
外 620003255 ネグミン液１０％ １０％１０ｍＬ ポビドンヨード マイラン製薬 14.70 後発品
外 620004811 ネグミンゲル１０％ １０％１０ｇ ポビドンヨード マイラン製薬 43.10 後発品
外 620003863 ネグミンガーグル７％ ７％１ｍＬ ポビドンヨード マイラン製薬 2.40 後発品
外 620009037 バクファミル点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ ノルフロキサシン 日新製薬（山形） 42.30 後発品
外 621944701 ビーソフテン外用スプレー０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 日医工 18.70 後発品
外 622271601 ビーソフテン油性クリーム０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 日医工 10.10 後発品
外 622060001 ピオネス０．４眼粘弾剤１％ １％０．４ｍＬ１筒 ヒアルロン酸ナトリウム テバ製薬 4,740.50 後発品
外 622060101 ピオネス０．６眼粘弾剤１％ １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸ナトリウム テバ製薬 3,250.10 後発品
外 620006490 ピオネス０．８５眼粘弾剤１％ １％０．８５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸ナトリウム テバ製薬 3,307.00 後発品
外 620003050 ビラス液１％ １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 東和薬品 24.00 局 後発品
外 620003051 ビラスクリーム１％ １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 東和薬品 24.00 局 後発品
外 620006503 ファルケンテープ２０ｍｇ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フルルビプロフェン 祐徳薬品工業 8.50 後発品
外 620006504 ファルケンテープ４０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フルルビプロフェン 祐徳薬品工業 13.60 後発品
外 620009603 ベギータゲル１％ １％１ｇ ジクロフェナクナトリウム シオノケミカル 5.40 後発品
外 662610282 ベンクロジド５％液 ５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩マイラン製薬 10.80 後発品
外 620580110 ホエスミン消毒液１０％ １０％１０ｍＬ ベンザルコニウム塩化物 マイラン製薬 6.60 局
外 660406108 ボナフェック坐剤１２．５ １２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 日新製薬（山形） 19.30 劇 後発品
外 661140195 ボナフェック坐剤２５ ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 日新製薬（山形） 19.90 劇 後発品
外 620009065 ボナフェック点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ ジクロフェナクナトリウム 日新製薬（山形） 41.10 後発品
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20150619経過措置分（別表７）

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 661140273 ボラボミン坐剤１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 鶴原製薬 19.30 劇 後発品
外 661140196 ボラボミン坐剤２５ｍｇ ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 鶴原製薬 19.90 劇 後発品
外 620001384 ボラボミン坐剤５０ｍｇ ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 鶴原製薬 27.50 劇 後発品
外 620003873 メインター点眼液２％ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウム マイラン製薬 408.80 後発品
外 620003874 メインター点鼻液２％ １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウム マイラン製薬 330.50 後発品
外 622131801 レイナノン坐剤５０ ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン シオノケミカル 23.40 劇 後発品
外 660407056 レイナノン坐剤７５ ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン シオノケミカル 26.90 劇 後発品
外 620644701 レイナノンテープ２０ｍｇ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェン シオノケミカル 12.80 後発品
外 621676201 レイナノンテープ４０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン シオノケミカル 18.10 後発品
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