
20151128経過措置分（別表７）（11月27日，厚労省告示457号，経過措置，11月28日適用）.xls

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 610433006 アシロミン錠２００ ２００ｍｇ１錠 アシクロビル メディサ新薬 89.90 後発品
内 620005902 アビリットカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル スルピリド 大日本住友製薬 11.50 局
内 612320023 アビリット細粒１０％ １０％１ｇ スルピリド 大日本住友製薬 20.40 劇
内 620002507 アビリット細粒５０％ ５０％１ｇ スルピリド 大日本住友製薬 60.90 劇
内 620006826 アプシードシロップ５％ ５％１０ｍＬ スルファジメトキシン ニプロパッチ 35.50
内 615101651 安中散料エキス顆粒Ｔ １ｇ 安中散 東亜薬品 6.40
内 620007958 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 １０ｍｇ１錠 エバスチン メディサ新薬 63.50 局 後発品
内 620007947 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 ５ｍｇ１錠 エバスチン メディサ新薬 48.40 局 後発品
内 620007981 エバスチン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 １０ｍｇ１錠 エバスチン メディサ新薬 63.50 局 後発品
内 620007968 エバスチン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 ５ｍｇ１錠 エバスチン メディサ新薬 48.40 局 後発品
内 612170668 エマベリンＬカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル ニフェジピン 高田製薬 18.60 局 劇
内 612170669 エマベリンＬカプセル１５ｍｇ １５ｍｇ１カプセル ニフェジピン 高田製薬 22.10 局 劇 後発品
内 610406053 エマベリンＬカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル ニフェジピン 高田製薬 10.20 局 劇 後発品
内 610422059 エメラドールカプセル３００ ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチル 京都薬品工業 25.50 後発品
内 620006866 エリチームシロップ０．５％ ０．５％１ｍＬ リゾチーム塩酸塩 コーアイセイ 2.30 後発品
内 620004948 エルカルチン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物 大塚製薬 97.30
内 620004949 エルカルチン錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物 大塚製薬 292.00
内 615101655 黄連解毒湯エキス顆粒Ｔ １ｇ 黄連解毒湯 東亜薬品 9.30
内 615101674 乙字湯エキス顆粒Ｔ １ｇ 乙字湯 東亜薬品 6.70
内 620001993 ガスセプト散１０％ １０％１ｇ ファモチジン メディサ新薬 140.70 局 後発品
内 620001992 ガスセプト散２％ ２％１ｇ ファモチジン メディサ新薬 21.90 局 後発品
内 615101676 葛根湯エキス顆粒Ｔ １ｇ 葛根湯 東亜薬品 6.80
内 615101680 葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒Ｔ １ｇ 葛根湯加川きゅう辛夷 東亜薬品 8.50
内 621950601 カロデリン細粒１０％ １０％１ｇ ピレンゼピン塩酸塩水和物 日本ケミファ 27.40 後発品
内 620005951 カロデリン細粒５％ ５％１ｇ ピレンゼピン塩酸塩水和物 日本ケミファ 17.40 後発品
内 617140040 クエン酸「ホエイ」 １０ｇ クエン酸水和物 マイラン製薬 14.50 局
内 610431045 苦味チンキ〈ハチ〉 １０ｍＬ 苦味チンキ 東洋製薬化成 18.50 局
内 620940801 クレマニルドライシロップ０．１％ ０．１％１ｇ クレマスチンフマル酸塩 サンド 10.00 劇 後発品
内 620006895 グレリース錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 オーラノフィン ダイト 48.70 局 劇 後発品
内 620409701 クレンブテロール塩酸塩錠１０μｇ「タイヨー」 １０μｇ１錠 クレンブテロール塩酸塩 テバ製薬 5.70 後発品
内 620379001 クロフェドリンＳ配合散 １ｇ 鎮咳配合剤 キョーリンリメディオ 6.30 劇
内 615101887 桂枝茯苓丸エキスＡ顆粒 １ｇ 桂枝茯苓丸 東亜薬品 6.80
内 615101706 柴胡桂枝湯エキス顆粒Ｔ １ｇ 柴胡桂枝湯 東亜薬品 10.30
内 620008621 サキオン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩 原沢製薬工業 5.80 後発品
内 621948301 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＢＭＤ」 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩 ビオメディクス 77.80 局 後発品
内 621948201 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩 ビオメディクス 31.20 局 後発品
内 620006922 シークナロン錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 メキタジン 大正薬品工業 5.60 後発品
内 615101714 十味敗毒湯エキス顆粒Ｔ １ｇ 十味敗毒湯 東亜薬品 10.00
内 615101354 小柴胡湯エキス顆粒Ｔ １ｇ 小柴胡湯 東亜薬品 12.50
内 615101734 小青竜湯エキス顆粒Ｔ １ｇ 小青竜湯 東亜薬品 9.60
内 620008481 セフジニル細粒小児用１０％「ＭＥＤ」 １００ｍｇ１ｇ セフジニル メディサ新薬 72.40 局 後発品
内 620008489 セフジニル錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 １００ｍｇ１錠 セフジニル メディサ新薬 39.20 後発品
内 620008487 セフジニル錠５０ｍｇ「ＭＥＤ」 ５０ｍｇ１錠 セフジニル メディサ新薬 34.80 後発品
内 611170186 セレナミン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ジアゼパム 旭化成ファーマ 5.60 局 向 後発品
内 611170187 セレナミン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ジアゼパム 旭化成ファーマ 5.70 局 向 後発品
内 610407145 大柴胡湯エキス顆粒Ｔ １ｇ 大柴胡湯 東亜薬品 13.30
内 612140526 ダウナット錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 プラゾシン塩酸塩 テバ製薬 5.40 後発品
内 620004524 タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ＴＹＫ」０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 大正薬品工業 29.30 後発品
内 620004525 タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ＴＹＫ」０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 大正薬品工業 58.20 後発品
内 615101750 猪苓湯エキス顆粒Ｔ １ｇ 猪苓湯 東亜薬品 7.80
内 620009366 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＢＭＤ」 １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩 ビオメディクス 16.90 局 後発品
内 620009379 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＢＭＤ」 ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩 ビオメディクス 40.80 局 後発品
内 620009392 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＢＭＤ」 ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩 ビオメディクス 62.50 局 後発品
内 620005518 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＭＥＤ」 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩 メディサ新薬 129.80 後発品
内 615101532 当帰芍薬散料エキス顆粒Ｔ １ｇ 当帰芍薬散 東亜薬品 6.90
内 620009398 トファルコン細粒２０％ ２０％１ｇ ソファルコン キョーリンリメディオ 14.20 後発品
内 621361514 トフィソパム錠５０ｍｇ「オーハラ」 ５０ｍｇ１錠 トフィソパム 大原薬品工業 5.80 後発品
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内 621361526 トフィソパム錠５０ｍｇ「杏林」 ５０ｍｇ１錠 トフィソパム キョーリンリメディオ 5.80 後発品
内 622003301 トラマールカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル トラマドール塩酸塩 日本新薬 38.60 劇
内 622003401 トラマールカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル トラマドール塩酸塩 日本新薬 67.80 劇
内 610422219 ノブフェン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物サンド 7.80 局 後発品
内 615101561 八味地黄丸料エキス顆粒Ｔ １ｇ 八味地黄丸 東亜薬品 7.70 劇
内 610441025 パンクレアチン「エビス」 １ｇ パンクレアチン 日興製薬 7.20 局
内 615101791 半夏瀉心湯エキス顆粒Ｔ １ｇ 半夏瀉心湯 東亜薬品 14.80
内 620008696 ビソルボンシロップ０．０８％ ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩 日本ベーリンガーインゲルハイム4.00
内 620008050 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 １０ｍｇ１錠 ファモチジン メディサ新薬 14.50 後発品
内 620008051 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 ２０ｍｇ１錠 ファモチジン メディサ新薬 19.60 後発品
内 610463192 ベルナール錠２０μｇ ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム 旭化成ファーマ 24.40 局 劇 後発品
内 615101795 補中益気湯エキス顆粒Ｔ １ｇ 補中益気湯 東亜薬品 13.20
内 615101802 麻杏よく甘湯エキス顆粒Ｔ １ｇ 麻杏よく甘湯 東亜薬品 6.20
内 610407010 ムノバール２．５ｍｇ錠 ２．５ｍｇ１錠 フェロジピン サノフィ 19.30 劇
内 610407011 ムノバール５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 フェロジピン サノフィ 32.60 劇
内 620395201 メゼック配合シロップ １０ｍＬ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウムテバ製薬 14.50 後発品
内 612220633 メチルホエドリン散１０％ １０％１ｇ ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩マイラン製薬 7.20 局
内 610463201 メブロン顆粒３０％ ３０％１ｇ エピリゾール 第一三共 27.30 劇
内 620006160 リドーラ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 オーラノフィン グラクソ・スミスクライン 94.40 局 劇
内 620004621 ルポック錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 プラノプロフェン キョーリンリメディオ 7.80 劇 後発品
内 620009467 レボフロキサシン細粒１０％「アメル」 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン水和物 共和薬品工業 88.50 後発品
内 620009468 レボフロキサシン細粒１０％「オーハラ」 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン水和物 大原薬品工業 88.50 後発品
内 620009469 レボフロキサシン細粒１０％「サワイ」 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン水和物 沢井製薬 88.50 後発品
内 620009470 レボフロキサシン細粒１０％「ＣＨ」 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン水和物 長生堂製薬 88.50 後発品
内 620009471 レボフロキサシン細粒１０％「タカタ」 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン水和物 高田製薬 88.50 後発品
内 620009472 レボフロキサシン細粒１０％「日医工」 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン水和物 日医工 88.50 後発品
内 622089001 レボフロキサシン細粒１０％「ファイザー」 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン水和物 ファイザー 88.50 後発品
内 620009474 レボフロキサシン細粒１０％「ＹＤ」 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン水和物 陽進堂 88.50 後発品
内 621965901 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「あすか」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 あすか製薬 70.10 後発品
内 620009475 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 共和薬品工業 70.10 後発品
内 620009476 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「イセイ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 コーアイセイ 70.10 後発品
内 620009477 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「イワキ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 岩城製薬 70.10 後発品
内 620009478 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＮＰ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 ニプロ 70.10 後発品
内 620009479 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｆ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 富士製薬工業 70.10 後発品
内 620009480 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 小林化工 70.10 後発品
内 620009481 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「オーハラ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 大原薬品工業 70.10 後発品
内 620009482 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「科研」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 シオノケミカル 70.10 後発品
内 621902803 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「杏林」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 キョーリンリメディオ 70.10 後発品
内 621912401 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ケミファ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 大興製薬 70.10 後発品
内 620009484 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 沢井製薬 70.10 後発品
内 620009486 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＣＨ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 長生堂製薬 70.10 後発品
内 620009485 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 日本ジェネリック 70.10 後発品
内 620009487 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＺＥ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 全星薬品工業 70.10 後発品
内 620009488 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「タイヨー」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 テバ製薬 70.10 後発品
内 620009489 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「タカタ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 高田製薬 70.10 後発品
内 620009491 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 辰巳化学 70.10 後発品
内 620009492 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 大正薬品工業 70.10 後発品
内 620009493 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 東和薬品 70.10 後発品
内 620009494 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 日医工 70.10 後発品
内 622088901 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ファイザー」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 ファイザー 70.10 後発品
内 620009497 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン水和物 陽進堂 70.10 後発品
内 621946601 レボフロキサシン内用液２５ｍｇ／ｍＬ「トーワ」２５ｍｇ１ｍＬ レボフロキサシン水和物 東和薬品 27.00 後発品
内 620005638 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＭＥＤ」 １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン メディサ新薬 29.90 後発品
注 620006192 アデノＰ注２０ｍｇ ２０ｍｇ１管 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物小林化工 50.00 後発品
注 620009521 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サンド」１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 サンド 5,719.00 劇 後発品
注 620009517 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「サンド」４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 サンド 2,491.00 劇 後発品
注 622389201 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＣＴＨ」１００ｍｇ１瓶 インフリキシマブ（遺伝子組換え）［インフリキシマブ後続１］Ｃｅｌｌｔｒｉｏｎ 59,814.00 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
注 620004662 ケニセフ静注用１ｇ １ｇ１瓶 セフォジジムナトリウム 大鵬薬品工業 785.00
注 620005857 スペロン注５００ｍｇ ２５％２ｍＬ１管 スルピリン水和物 扶桑薬品工業 95.00 局
注 620008865 ソルペント・ディスポ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸ナトリウム 大正薬品工業 607.00 後発品
注 620004720 バイオゲン注１０ｍｇ １０ｍｇ１管 チアミンジスルフィド 扶桑薬品工業 55.00
注 644300009 フェオＭＩＢＧ－Ｉ１３１注射液 １ＭＢｑ メタヨードベンジルグアニジン（１３１Ｉ）富士フイルムＲＩファーマ 1,089.00
注 620004747 フェリコン鉄静注液５０ｍｇ ５０ｍｇ２ｍＬ１管 シデフェロン 日本臓器製薬 162.00
注 642450080 メサドロン注２ｍｇ ２ｍｇ１管 デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム小林化工 58.00 後発品
注 642450081 メサドロン注３ｍｇ ３ｍｇ１管 デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム小林化工 60.00 後発品
注 620006322 ユニカリックＮ輸液 １Ｌ１袋 配合剤 テルモ 965.00
注 620006324 ユニカリックＬ輸液 １Ｌ１袋 配合剤 テルモ 875.00
注 620002609 リカバリン注１０００ｍｇ １０％１０ｍＬ１管 トラネキサム酸 旭化成ファーマ 68.00 局 後発品
注 620002608 リカバリン注２５０ｍｇ ５％５ｍＬ１管 トラネキサム酸 旭化成ファーマ 58.00 局 後発品
注 620007545 リンパック透析剤１号 ３袋１組 ニプロ 1,196.00
注 620007546 リンパック透析剤３号 ３袋１組 ニプロ 1,143.00
注 620005236 レトン筋注１０単位 １０国際単位０．５ｍＬ１管 カルシトニン（サケ） 東菱薬品工業 145.00 劇 後発品
注 641140119 ロイサールＳ注射液 ２０ｍＬ１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科研製薬 61.00 後発品
外 620006710 アズレンガーグル４％「マイラン」 ４％１ｍＬ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物マイラン製薬 46.80 後発品
外 661140167 アネオール坐剤５０ ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン 岩城製薬 37.50 劇
外 661140168 アネオール坐剤７５ ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン 岩城製薬 38.30 劇
外 620007574 アラエビン軟膏３％ ３％１ｇ ビダラビン ポーラファルマ 125.40 後発品
外 667310008 安息香チンキ（東洋製薬） １０ｍＬ 安息香 東洋製薬化成 21.80 ※
外 660453015 キサトロン点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ オフロキサシン 昭和薬品化工 48.90 後発品
外 620002309 ザジテン点眼液ＵＤ０．０５％ ０．２７６ｍｇ０．４ｍＬ１個ケトチフェンフマル酸塩 日本アルコン 29.10
外 620004808 ソルファ点鼻液０．２５％ ０．２５％８ｍＬ１瓶 アンレキサノクス 武田薬品工業 858.30
外 620638901 テンポラルパップ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インドメタシン 昭和薬品化工 19.30 後発品
外 660431056 トウガラシチンキ〈ハチ〉 １０ｍＬ トウガラシチンキ 東洋製薬化成 29.80 局
外 620000391 ネリコルト軟膏 １ｇ ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン大正薬品工業 22.00 劇 後発品
外 660453028 ハスレン軟膏０．０３３％ ０．０３３％１０ｇ ジメチルイソプロピルアズレンテバ製薬 24.00 後発品
外 620007735 ビーエスエスプラス２５０眼灌流液０．０１８４％０．４６％１０ｍＬ１瓶（希釈液付）オキシグルタチオン 日本アルコン 4,049.60
外 620006498 ヒビディール消毒液０．０５％ ０．０５％２５ｍＬ１袋 クロルヘキシジングルコン酸塩大日本住友製薬 35.30
外 620004825 フロバール点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ ノルフロキサシン マイラン製薬 68.40 後発品
外 620618501 プロパデルムクリーム０．０２５％ ０．０２５％１ｇ ベクロメタゾンプロピオン酸エステルグラクソ・スミスクライン 16.70
外 620618001 プロパデルム軟膏０．０２５％ ０．０２５％１ｇ ベクロメタゾンプロピオン酸エステルグラクソ・スミスクライン 16.70
外 620571201 ポビドンヨードスクラブ液７．５％（ＪＪＫＫ） ７．５％１０ｍＬ ポビドンヨード ジョンソン・エンド・ジョンソン24.10 後発品
外 620002326 ミルサート温シップ １０ｇ 配合剤 三友薬品 9.70 後発品
外 620002327 ミルサート冷シップ １０ｇ 配合剤 三友薬品 9.60 後発品
外 620002626 メプチンクリックヘラー１０μｇ ２ｍｇ１キット プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 1,262.30
外 660433080 リエントン点眼液１％ １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩 キョーリンリメディオ 99.70 後発品
外 660433081 リエントン点眼液２％ ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩 キョーリンリメディオ 138.40 後発品
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