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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 610453009 アシビル内服ゼリー２００ｍｇ ２００ｍｇ１包 アシクロビル 日医工 173.40 後発品
内 610453010 アシビル内服ゼリー８００ｍｇ ８００ｍｇ１包 アシクロビル 日医工 513.80 後発品
内 620003511 アロシトール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アロプリノール 田辺三菱製薬 17.00 局 後発品
内 622018601 アロシトール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アロプリノール 田辺三菱製薬 9.90 局 後発品
内 620008590 インベスタン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 クレマスチンフマル酸塩 日医工 5.00 後発品
内 620006851 インベスタンシロップ０．０１％ ０．０１％１０ｍＬ クレマスチンフマル酸塩 日医工 16.30 劇 後発品
内 611410035 インベスタンドライシロップ（０．１％） ０．１％１ｇ クレマスチンフマル酸塩 日医工 9.40 劇 後発品
内 621126003 塩酸ミノサイクリンカプセル１００「日医工」 １００ｍｇ１カプセル ミノサイクリン塩酸塩 日医工ファーマ 26.80 後発品
内 621124603 塩酸ミノサイクリン錠５０「日医工」 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩 日医工ファーマ 14.80 局 後発品
内 620006875 オキミナス錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物日本薬品 7.80 局 後発品
内 622034901 オスペイン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 エトドラク 日医工 8.00 劇 後発品
内 610463046 オスペイン錠２００ ２００ｍｇ１錠 エトドラク 日医工 11.40 劇 後発品
内 620005946 オダノン錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物東和薬品 5.60 後発品
内 620001980 オブランゼ錠１０ １０ｍｇ１錠 オメプラゾール 武田テバファーマ 31.80 局 後発品
内 620001981 オブランゼ錠２０ ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール 武田テバファーマ 49.30 局 後発品
内 620005367 オメプロトン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 オメプラゾール 沢井製薬 39.20 局 後発品
内 620002696 オメプロトン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール 沢井製薬 65.60 局 後発品
内 612900013 オルル錠５０ ５０ｍｇ１錠 ガンマオリザノール 東和薬品 5.60 後発品
内 610422093 グッドミン錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム 田辺三菱製薬 9.90 局 向 後発品
内 620002035 ケフナン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩 東和薬品 45.30 後発品
内 620002034 ケフナン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩 東和薬品 25.00 後発品
内 620005009 ジアセラＬ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド 東和薬品 5.80 後発品
内 620005011 ジキリオンシロップ０．０２％ ０．０２％１ｍＬ ケトチフェンフマル酸塩 日医工 19.80
内 610422123 シスレコンカプセル３００ ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチル 東和薬品 16.00 後発品
内 620002044 ジムロスト錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 東和薬品 12.90 局 劇 後発品
内 620002045 ジムロスト錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 東和薬品 23.20 局 劇 後発品
内 621945601 ジムロスト錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 東和薬品 9.90 局 劇 後発品
内 620008492 セフニールカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル セフジニル 東和薬品 35.70 局 後発品
内 620008491 セフニールカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル セフジニル 東和薬品 32.40 局 後発品
内 620009344 セフニール細粒小児用１０％ １００ｍｇ１ｇ セフジニル 東和薬品 64.70 局 後発品
内 620005031 ソラシロール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 プロプラノロール塩酸塩 東和薬品 6.30 局 劇 後発品
内 620006994 トスペラール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 622142901 ニコランマート錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル 東和薬品 5.60 後発品
内 620005053 ニコランマート錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ニコランジル 東和薬品 6.60 後発品
内 610463135 ニザノンカプセル１５０ １５０ｍｇ１カプセル ニザチジン 東和薬品 23.10 局 後発品
内 610463134 ニザノンカプセル７５ ７５ｍｇ１カプセル ニザチジン 東和薬品 15.20 局 後発品
内 620002765 ノーラガード錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩 東和薬品 35.60 局 後発品
内 620002766 ノーラガード錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩 東和薬品 45.80 局 後発品
内 610444106 バチール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 スルトプリド塩酸塩 全星薬品 7.90 劇 後発品
内 621981001 バチール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 スルトプリド塩酸塩 全星薬品 5.60 劇 後発品
内 620008679 バナールＮカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステル東和薬品 5.40 後発品
内 620008680 バナール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 トコフェロール酢酸エステル 東和薬品 5.60 後発品
内 620005069 ヒスポラン錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 メキタジン 東和薬品 5.60 局 後発品
内 610463185 プロルナー錠２０μｇ ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム 日医工 21.60 局 劇 後発品
内 620002119 プロルナー錠４０μｇ ４０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム 日医工 48.10 局 劇 後発品
内 620002128 ペレトン錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン 東和薬品 9.90 局 劇 後発品
内 620002831 ベンズフォー錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩 メディサ新薬 35.60 局 後発品
内 620002832 ベンズフォー錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩 メディサ新薬 61.30 局 後発品
内 620003623 ミタンＢ２錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル キョーリンリメディオ 5.40 後発品
内 610412174 メドキロン錠２．５ ２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル東和薬品 8.70 後発品
内 620000166 モナソサール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ペミロラストカリウム 東和薬品 37.10 局 後発品
内 620000165 モナソサール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ペミロラストカリウム 東和薬品 19.10 局 後発品
内 611170424 リントン細粒１％ １％１ｇ ハロペリドール 田辺三菱製薬 14.10 局 劇 後発品
内 611170425 リントン錠（０．７５ｍｇ） ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール 田辺三菱製薬 5.90 局 劇 後発品
内 611170426 リントン錠（１．５ｍｇ） １．５ｍｇ１錠 ハロペリドール 田辺三菱製薬 6.00 局 劇 後発品
内 611170427 リントン錠（２ｍｇ） ２ｍｇ１錠 ハロペリドール 田辺三菱製薬 6.10 局 劇 後発品
内 611170428 リントン錠（３ｍｇ） ３ｍｇ１錠 ハロペリドール 田辺三菱製薬 6.30 局 劇 後発品
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内 620006172 レベルボン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩 東和薬品 5.00 後発品
内 620006173 レベルボンシロップ０．０８％ ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩 東和薬品 1.10 後発品
内 620002885 ロキシマイン錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン 東和薬品 36.00 後発品
内 620005144 ロゼオール細粒１０％ １０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物辰巳化学 12.70 後発品
内 620005145 ロゼオール錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物辰巳化学 7.80 局 後発品
内 620006182 ワカデニン腸溶錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 フラビンアデニンジヌクレオチドわかもと 5.60 後発品
内 620006183 ワカデニン腸溶錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 フラビンアデニンジヌクレオチドわかもと 5.60 後発品
内 620006181 ワカデニン腸溶錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 フラビンアデニンジヌクレオチドわかもと 5.60 後発品
注 620007170 アドナミン静注１００ｍｇ ０．５％２０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物東和薬品 56.00 後発品
注 620003707 塩酸ジルチアゼム注射用１０「日医工」 １０ｍｇ１管 ジルチアゼム塩酸塩 日医工ファーマ 138.00 劇 後発品
注 620003708 塩酸ジルチアゼム注射用５０「日医工」 ５０ｍｇ１管 ジルチアゼム塩酸塩 日医工ファーマ 430.00 劇 後発品
注 620002916 オサグレン点滴静注２０ｍｇ ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オザグレルナトリウム 東和薬品 399.00 後発品
注 620002918 オサグレン点滴静注８０ｍｇ ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルナトリウム 東和薬品 1,042.00 後発品
注 620000251 注射用ナファタット１００ １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 日医工 1,064.00 劇 後発品
注 620007438 ヒアルトーワ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１管 ヒアルロン酸ナトリウム 東和薬品 401.00 後発品
注 620007458 ヒュースレン関節注ディスポ２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸ナトリウム 東和薬品 571.00 後発品
注 620003798 フルメチ静注５０ｍｇ ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 フルスルチアミン塩酸塩 日医工ファーマ 56.00 後発品
注 620008951 リントン注５ｍｇ ０．５％１ｍＬ１管 ハロペリドール 田辺三菱製薬 56.00 劇 後発品
外 620004219 セキナリンテープ０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロール 東和薬品 24.90 後発品
外 620004220 セキナリンテープ１ｍｇ １ｍｇ１枚 ツロブテロール 東和薬品 34.90 後発品
外 620004221 セキナリンテープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚 ツロブテロール 東和薬品 45.40 後発品
外 621968801 タリザート耳科用液０．３％ ３ｍｇ１ｍＬ オフロキサシン セオリアファーマ 76.40 後発品
外 620004812 ノキサシン点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ ノルフロキサシン わかもと 63.70 後発品
外 661310108 ピトス点眼液０．０２％ ０．０２％１ｍＬ フルオロメトロン わかもと 17.60 後発品
外 660453040 ファルコバ点眼液０．０２％ ０．０２％５ｍＬ１瓶 シアノコバラミン キョーリンリメディオ 84.80 後発品
外 620007765 フレストルテープ２０ｍｇ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェン 東和薬品 12.10 後発品
外 621979701 フレストルテープ４０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン 東和薬品 16.80 後発品
外 662640531 ベクトミラン軟膏０．１２％ ０．１２％１ｇ ベタメタゾン吉草酸エステル 東和薬品 9.20 後発品
外 621296701 ホソイドンゲル０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 東和薬品 6.40 後発品
外 620006542 ユーパッチテープ１８ｍｇ （１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ１枚リドカイン 祐徳薬品 33.80 劇 後発品
外 620004839 ルゲオン点眼液２％ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウム わかもと 381.00 後発品
外 622240601 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＫＯＧ」１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物救急薬品 22.70 後発品
外 622240501 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＫＯＧ」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物救急薬品 14.70 後発品
外 622240701 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＫＯＧ」１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物救急薬品 22.70 後発品
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