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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 622487901 イムブルビカカプセル１４０ｍｇ １４０ｍｇ１カプセル イブルチニブ ヤンセンファーマ 9,367.00 劇
内 622486701 エフィエント錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 プラスグレル塩酸塩 第一三共 1,150.20
内 622485701 コロンフォート内用懸濁液２５％ ２５％３２ｍＬ１瓶 硫酸バリウム 伏見製薬所 501.60
内 622494501 サブリル散分包５００ｍｇ ５００ｍｇ１包 ビガバトリン サノフィ 1,487.00 劇
内 622485301 ジカディアカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル セリチニブ ノバルティス　ファーマ 6,297.00 劇
内 622496801 シクレスト舌下錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アセナピンマレイン酸塩 Ｍｅｉｊｉ 274.00 劇
内 622496901 シクレスト舌下錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アセナピンマレイン酸塩 Ｍｅｉｊｉ 411.00 劇
内 622472001 タグリッソ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 オシメルチニブメシル酸塩 アストラゼネカ 12,482.50 劇
内 622472101 タグリッソ錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 オシメルチニブメシル酸塩 アストラゼネカ 23,932.60 劇
内 622484901 タフィンラーカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル ダブラフェニブメシル酸塩 ノバルティス　ファーマ 4,860.60 劇
内 622485001 タフィンラーカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル ダブラフェニブメシル酸塩 ノバルティス　ファーマ 7,156.50 劇
内 622484601 フィコンパ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ペランパネル水和物 エーザイ 189.70
内 622484701 フィコンパ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ペランパネル水和物 エーザイ 310.20
内 622500501 プリマキン錠１５ｍｇ「サノフィ」 １５ｍｇ１錠 プリマキンリン酸塩 サノフィ 2,211.80 劇
内 622485401 ボノサップパック４００ １シート ボノプラザンフマル酸塩・ア

モキシシリン水和物・クラリ
スロマイシン

武田薬品 733.80

内 622485501 ボノサップパック８００ １シート ボノプラザンフマル酸塩・ア
モキシシリン水和物・クラリ
スロマイシン

武田薬品 884.00

内 622485601 ボノピオンパック １シート ボノプラザンフマル酸塩・ア
モキシシリン水和物・メトロ
ニダゾール

武田薬品 654.60

内 622500601 マラロン小児用配合錠 １錠 アトバコン・プログアニル塩
酸塩

グラクソ・スミスクライン 161.50 劇

内 622485101 メキニスト錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 トラメチニブ　ジメチルスル
ホキシド付加物

ノバルティス　ファーマ 7,731.70 劇

内 622485201 メキニスト錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 トラメチニブ　ジメチルスル
ホキシド付加物

ノバルティス　ファーマ 29,021.00 劇

内 622497001 リフレックス錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン Ｍｅｉｊｉ 282.00 劇
内 622482601 レメロン錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン ＭＳＤ 281.00 劇
注 622488001 アディノベイト静注用５００ ５００国際単位１瓶（溶解液

付）
ルリオクトコグ　アルファ
ペゴル（遺伝子組換え）

バクスアルタ 59,372.00

注 622488101 アディノベイト静注用１０００ １，０００国際単位１瓶（溶
解液付）

ルリオクトコグ　アルファ
ペゴル（遺伝子組換え）

バクスアルタ 110,104.00

注 622488201 アディノベイト静注用２０００ ２，０００国際単位１瓶（溶
解液付）

ルリオクトコグ　アルファ
ペゴル（遺伝子組換え）

バクスアルタ 204,184.00

注 622484801 インスリン　グラルギンＢＳ注キット「ＦＦＰ」 ３００単位１キット インスリングラルギン（遺伝
子組換え）［インスリングラ
ルギン後続２］

富士フイルムファーマ 1,528.00 劇 後発品

注 622491601 オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェク
ター１ｍＬ

１２５ｍｇ１ｍＬ１キット アバタセプト（遺伝子組換
え）

ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

28,233.00 劇

注 622471701 カヌマ点滴静注液２０ｍｇ ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 セベリパーゼ　アルファ（遺
伝子組換え）

アレクシオンファーマ 1,277,853.0
0

劇

注 622489301 コバールトリイ静注用２５０ ２５０国際単位１瓶（溶解液
付）

オクトコグ　ベータ（遺伝子
組換え）

バイエル 26,680.00

注 622489401 コバールトリイ静注用５００ ５００国際単位１瓶（溶解液
付）

オクトコグ　ベータ（遺伝子
組換え）

バイエル 49,477.00

注 622489501 コバールトリイ静注用１０００ １，０００国際単位１瓶（溶
解液付）

オクトコグ　ベータ（遺伝子
組換え）

バイエル 91,753.00

注 622489601 コバールトリイ静注用２０００ ２，０００国際単位１瓶（溶
解液付）

オクトコグ　ベータ（遺伝子
組換え）

バイエル 170,154.00

注 622489701 コバールトリイ静注用３０００ ３，０００国際単位１瓶（溶
解液付）

オクトコグ　ベータ（遺伝子
組換え）

バイエル 244,197.00

注 622489201 ゾーフィゴ静注 １回分 塩化ラジウム（２２３Ｒａ） バイエル 684,930.00 劇
注 622489001 ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 メポリズマブ（遺伝子組換

え）
グラクソ・スミスクライン 175,684.00 劇
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外 622414801 エクリラ４００μｇジェヌエア６０吸入用 ６０吸入１キット アクリジニウム臭化物 杏林製薬 6,224.40
外 622478301 ニュープロパッチ１８ｍｇ １８ｍｇ１枚 ロチゴチン 大塚製薬 1,017.20 劇
外 622484501 マーデュオックス軟膏 １ｇ マキサカルシトール・ベタメ

タゾン酪酸エステルプロピオ
ン酸エステル

中外製薬 231.00 劇
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