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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 622024801 アシクロビル顆粒４０％「ＪＧ」 ４０％１ｇ アシクロビル 日本ジェネリック 63.50 局 後発品
内 620001952 アスピリン錠１００「ＫＮ」 １００ｍｇ１錠 アスピリン 小林化工 5.60 後発品
内 620096301 アップノン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 フルルビプロフェン コーアイセイ 6.20 劇 後発品
内 621855203 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 日医工ファーマ 10.30 局 劇 後発品
内 621857103 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 ５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 日医工ファーマ 18.70 局 劇 後発品
内 622267101 アラグリオ内用剤１．５ｇ １．５ｇ１瓶 アミノレブリン酸塩酸塩 ＳＢＩファーマ 90,377.80
内 622014701 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「ＳＮ」 ２ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩 シオノケミカル 9.70 局 後発品
内 622014801 イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ「ＳＮ」 ４ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩 シオノケミカル 9.90 局 後発品
内 610443081 ヴァイデックスＥＣカプセル１２５ １２５ｍｇ１カプセル ジダノシン ブリストル・マイヤーズ　スクイブ948.20 劇
内 610443082 ヴァイデックスＥＣカプセル２００ ２００ｍｇ１カプセル ジダノシン ブリストル・マイヤーズ　スクイブ1,393.40 劇
内 622445801 ヴィキラックス配合錠 １錠 オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビルアッヴィ 22,201.10 劇
内 622051201 エトドラク錠１００「ＫＮ」 １００ｍｇ１錠 エトドラク 小林化工 7.30 劇 後発品
内 621981502 エトドラク錠１００ｍｇ「オーハラ」 １００ｍｇ１錠 エトドラク 大原薬品 7.30 劇 後発品
内 610463037 エトドラク錠２００「ＫＮ」 ２００ｍｇ１錠 エトドラク 小林化工 10.20 劇 後発品
内 621466002 エトドラク錠２００ｍｇ「オーハラ」 ２００ｍｇ１錠 エトドラク 大原薬品 10.20 劇 後発品
内 620006564 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨ」 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 長生堂製薬 18.50 局 後発品
内 620008291 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 長生堂製薬 9.90 局 後発品
内 620006563 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＣＨ」 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 長生堂製薬 11.20 局 後発品
内 620007965 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＫ」 １０ｍｇ１錠 エバスチン 大興製薬 46.40 局 後発品
内 620007954 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＫ」 ５ｍｇ１錠 エバスチン 大興製薬 35.40 局 後発品
内 620007985 エバスチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 エバスチン 日本ジェネリック 35.70 局 後発品
内 620007972 エバスチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 エバスチン 日本ジェネリック 25.90 局 後発品
内 620002676 塩酸タムスロシン錠０．１「ＥＫ」 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩 小林化工 31.70 局 後発品
内 620002677 塩酸タムスロシン錠０．２「ＥＫ」 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩 小林化工 55.60 局 後発品
内 622193501 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サトウ」 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 佐藤製薬 13.30 局 後発品
内 622193401 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サトウ」 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 佐藤製薬 16.90 局 後発品
内 622057901 カサンミルカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル ニフェジピン 全星薬品 5.60 劇 後発品
内 620003529 カサンミル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ニフェジピン 全星薬品 5.60 劇 後発品
内 620002710 キナルドース錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット 寿製薬 36.60 局 後発品
内 622141302 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＫＮ」 ２０ｍｇ１錠 グリクラジド 小林化工 6.60 劇 後発品
内 620873202 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＫＮ」 ４０ｍｇ１錠 グリクラジド 小林化工 5.80 劇 後発品
内 620458203 グロリアミン配合顆粒 １ｇ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミンサンド 6.40 後発品
内 620005839 コデインリン酸塩散１％「タカタ」 １％１ｇ コデインリン酸塩水和物 高田製薬 7.60 局 劇
内 610454032 サークレチンＳ錠２５ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ あすか製薬 11.10
内 610454033 サークレチンＳ錠５０ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ あすか製薬 16.40
内 620008623 サペスロン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩 コーアイセイ 5.80 後発品
内 613990085 サンディミュンカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリン ノバルティス　ファーマ 232.20 劇
内 613990086 サンディミュンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリン ノバルティス　ファーマ 407.20 劇
内 620005973 サンメール内用液５％ １０ｍＬ アルギン酸ナトリウム 東亜薬品 9.70 後発品
内 620392501 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「イセイ」 １％１ｇ ジヒドロコデインリン酸塩 コーアイセイ 8.50 局 劇
内 620005845 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「タカタ」 １％１ｇ ジヒドロコデインリン酸塩 高田製薬 8.50 局 劇
内 620429702 シメチジン錠２００ｍｇ「イセイ」 ２００ｍｇ１錠 シメチジン コーアイセイ 5.60 後発品
内 622211101 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＤＫ」 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタンコハク酸塩 大興製薬 275.10 劇 後発品
内 620178801 スルカイン配合顆粒 ２０％１ｇ ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル配合剤日本新薬 8.20
内 620444007 スルピリドカプセル５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ５０ｍｇ１カプセル スルピリド 辰巳化学 6.30 局 後発品
内 620005998 スロービッド顆粒２０％ ２０％１ｇ テオフィリン サンド 19.10 劇
内 621939401 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％「ＪＧ」１００ｍｇ１ｇ セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物日本ジェネリック 96.50 局 後発品
内 610412192 ゼリットカプセル１５ １５ｍｇ１カプセル サニルブジン ブリストル・マイヤーズ　スクイブ390.80 劇
内 610412193 ゼリットカプセル２０ ２０ｍｇ１カプセル サニルブジン ブリストル・マイヤーズ　スクイブ391.80 劇
内 620006008 セルテクト錠３０ ３０ｍｇ１錠 オキサトミド 協和発酵キリン 25.50
内 620006009 セルテクトドライシロップ２％ ２％１ｇ オキサトミド 協和発酵キリン 42.20
内 620540801 ソフィアＡ配合錠 １錠 ノルエチステロン・メストラノールあすか製薬 7.90
内 620541001 ソフィアＣ配合錠 １錠 ノルエチステロン・メストラノールあすか製薬 13.40
内 622279401 ソブリアードカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル シメプレビルナトリウム ヤンセンファーマ 13,005.30 劇
内 622623301 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「ケミファ」 ２５０ｍｇ１錠 炭酸ランタン水和物 日本ケミファ 67.80 後発品
内 622623401 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「ケミファ」 ５００ｍｇ１錠 炭酸ランタン水和物 日本ケミファ 99.30 後発品
内 620006032 テツクール徐放錠１００ｍｇ １錠 硫酸鉄水和物 あすか製薬 8.30 後発品
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内 620003583 トミロン細粒小児用１０％ １００ｍｇ１ｇ セフテラム　ピボキシル 富士フイルム富山化学 93.00 局
内 622123401 トリデミンカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノン コーアイセイ 5.80 後発品
内 622066901 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩 辰巳化学 5.60 後発品
内 620350201 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩 辰巳化学 5.60 後発品
内 621476703 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「ＴＣＫ」 １５０ｍｇ１カプセル ニザチジン 辰巳化学 11.30 局 後発品
内 621637001 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＴＣＫ」 ７５ｍｇ１カプセル ニザチジン 辰巳化学 13.60 局 後発品
内 616220017 ニッパスカルシウム錠（０．２５ｇ） ２５０ｍｇ１錠 パラアミノサリチル酸カルシウム水和物田辺三菱製薬 16.30
内 622404801 ノピコールカプセル２．５μｇ ２．５μｇ１カプセル ナルフラフィン塩酸塩 東レ・メディカル 1,342.50 劇
内 610463153 パーキン散１０％ １０％１ｇ プロフェナミンヒベンズ酸塩 田辺三菱製薬 12.10
内 611240172 パーキン糖衣錠（１０） １０ｍｇ１錠 プロフェナミン塩酸塩 田辺三菱製薬 5.80
内 611240173 パーキン糖衣錠（５０） ５０ｍｇ１錠 プロフェナミン塩酸塩 田辺三菱製薬 5.80
内 620938201 パルファード錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩 コーアイセイ 5.40 後発品
内 622158901 パロキセチン錠１０ｍｇ「Ｆ」 １０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 富士製薬 30.20 局 劇 後発品
内 622159001 パロキセチン錠２０ｍｇ「Ｆ」 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 富士製薬 53.70 局 劇 後発品
内 622158801 パロキセチン錠５ｍｇ「Ｆ」 ５ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 富士製薬 18.90 局 劇 後発品
内 613150088 ビタミンＫ１錠５ ５ｍｇ１錠 フィトナジオン コーアイセイ 5.60 後発品
内 620564314 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩 辰巳化学 7.30 後発品
内 620006117 プロミド錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 プログルミド 科研製薬 7.20
内 620933801 ベナンザール錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 メキタジン コーアイセイ 5.60 局 後発品
内 621482201 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「Ｆ」 ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム 富士製薬 19.00 局 劇 後発品
内 620008723 ベロテック錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 フェノテロール臭化水素酸塩 日本ベーリンガーインゲルハイム18.10
内 620008727 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＭＥＤ」 ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース メディサ新薬 16.60 局 後発品
内 620008729 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＭＥＤ」 ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース メディサ新薬 23.40 局 後発品
内 612330221 ポリトーゼカプセル １カプセル ヒロダーゼ配合剤 武田薬品 7.30
内 612330222 ポリトーゼ顆粒 １ｇ ヒロダーゼ配合剤 武田薬品 13.60
内 620309001 ホルミトール錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 ベラパミル塩酸塩 寿製薬 6.30 局 後発品
内 610407438 マーヨン錠「２５μｇ」 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩水和物 辰巳化学 5.60 後発品
内 622106401 マーヨン錠「５０μｇ」 ０．０５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩水和物 辰巳化学 5.80 後発品
内 620763102 マルツエキス（高田） １ｇ マルツエキス 高田製薬 6.20 ※
内 620005571 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＳＮ」 １５ｍｇ１カプセル メナテトレノン シオノケミカル 15.70 後発品
内 622211301 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩水和物 寿製薬 9.60 局 後発品
内 622223801 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＫ」 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩水和物 大興製薬 9.60 局 後発品
内 622211401 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ」 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩水和物 寿製薬 9.90 局 後発品
内 622224001 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩水和物 大興製薬 9.90 局 後発品
内 620002862 モネダックス錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット 武田テバ薬品 36.60 局 後発品
内 610462048 ランサップ４００ １シート ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン武田薬品 561.60
内 610462049 ランサップ８００ １シート ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン武田薬品 720.30
内 622029101 ランピオンパック １シート ランソプラゾール・アモキシシリン・メトロニダゾール武田薬品 445.30
内 620006162 リネステロン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ベタメタゾン 扶桑薬品 6.30 局 後発品
内 620008768 リラダン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ブチルスコポラミン臭化物 コーアイセイ 5.40 後発品
内 620541401 ルテジオン配合錠 １錠 クロルマジノン酢酸エステル・メストラノールあすか製薬 27.80
内 621931701 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「明治」 １００ｍｇ１錠 レバミピド Ｍｅｉｊｉ 9.90 後発品
内 621965501 レバミピド顆粒２０％「あすか」 ２０％１ｇ レバミピド あすか製薬 18.10 後発品
内 621965601 レバミピド錠１００ｍｇ「ＫＴＢ」 １００ｍｇ１錠 レバミピド 寿製薬 9.90 局 後発品
内 620006176 ロキシーン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 プリジノールメシル酸塩 東菱薬品 5.60
注 620760901 アスルダム配合注１ｍＬ １ｍＬ１管 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチドニプロ 58.00 後発品
注 620762101 アスルダム配合注２ｍＬ ２ｍＬ１管 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチドニプロ 90.00 後発品
注 620761001 アセラート注射液１ｍＬ １ｍＬ１管 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド沢井製薬 77.00 後発品
注 620762201 アセラート注射液２ｍＬ ２ｍＬ１管 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド沢井製薬 90.00 後発品
注 620910101 イカルス静注４００ｍｇ ４％１０ｍＬ１管 テガフール コーアイセイ 153.00 劇 後発品
注 622127601 イミペネム・シラスタチン点滴用０．２５ｇ「サンド」２５０ｍｇ１瓶 イミペネム水和物・シラスタチンナトリウムサンド 722.00 局 後発品
注 620005643 イミペネム・シラスタチン点滴用０．５ｇ「サンド」５００ｍｇ１瓶 イミペネム水和物・シラスタチンナトリウムサンド 892.00 局 後発品
注 622220401 エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「ＨＫ」 ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン 光製薬 1,522.00 後発品
注 622176901 エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「サンド」 ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン サンド 1,522.00 後発品
注 620002181 塩酸ドブタミン注１００ｍｇ １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩 コーアイセイ 240.00 劇 後発品
注 620000208 塩酸ピレンゼピン注射用１０ｍｇ「イセイ」 １０ｍｇ１管（溶解液付） ピレンゼピン塩酸塩水和物 コーアイセイ 62.00 劇 後発品
注 621189501 オプチレイ２４０注１００ｍＬ ５０．９％１００ｍＬ１瓶 イオベルソール 富士製薬 6,056.00
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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 621190601 オプチレイ３２０注７５ｍＬ ６７．８％７５ｍＬ１瓶 イオベルソール 富士製薬 6,459.00
注 620005649 オンダンセトロン注射液２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１ｍＬ１管 オンダンセトロン塩酸塩水和物沢井製薬 1,687.00 劇 後発品
注 620005651 オンダンセトロン注射液４ｍｇ「サワイ」 ４ｍｇ２ｍＬ１管 オンダンセトロン塩酸塩水和物沢井製薬 1,969.00 劇 後発品
注 621955301 ガドジアミド静注３２％シリンジ１０ｍＬ「ＨＫ」３２．３％１０ｍＬ１筒 ガドジアミド水和物 光製薬 4,074.00 後発品
注 621955401 ガドジアミド静注３２％シリンジ１５ｍＬ「ＨＫ」３２．３％１５ｍＬ１筒 ガドジアミド水和物 光製薬 5,296.00 後発品
注 621955501 ガドジアミド静注３２％シリンジ２０ｍＬ「ＨＫ」３２．３％２０ｍＬ１筒 ガドジアミド水和物 光製薬 7,324.00 後発品
注 621955201 ガドジアミド静注３２％シリンジ５ｍＬ「ＨＫ」 ３２．３％５ｍＬ１筒 ガドジアミド水和物 光製薬 2,038.00 後発品
注 621994001 ガドジアミド静注液３２％シリンジ１０ｍＬ「Ｆ」３２．３％１０ｍＬ１筒 ガドジアミド水和物 富士製薬 4,074.00 後発品
注 621994101 ガドジアミド静注液３２％シリンジ１３ｍＬ「Ｆ」３２．３％１３ｍＬ１筒 ガドジアミド水和物 富士製薬 5,385.00 後発品
注 621994201 ガドジアミド静注液３２％シリンジ１５ｍＬ「Ｆ」３２．３％１５ｍＬ１筒 ガドジアミド水和物 富士製薬 5,296.00 後発品
注 621994301 ガドジアミド静注液３２％シリンジ２０ｍＬ「Ｆ」３２．３％２０ｍＬ１筒 ガドジアミド水和物 富士製薬 7,324.00 後発品
注 621993901 ガドジアミド静注液３２％シリンジ５ｍＬ「Ｆ」 ３２．３％５ｍＬ１筒 ガドジアミド水和物 富士製薬 2,038.00 後発品
注 643990109 カルシトラン注１０ １０国際単位１ｍＬ１管 カルシトニン（サケ） あすか製薬 386.00 劇
注 620007278 クリニザルツ輸液 ２００ｍＬ１袋 共和クリティケア 254.00
注 640406076 コバマミド注１ｍｇ「イセイ」 １ｍｇ１管 コバマミド コーアイセイ 50.00 後発品
注 621399006 ドパミン塩酸塩点滴静注５０ｍｇ「アイロム」 ５０ｍｇ２．５ｍＬ１管 ドパミン塩酸塩 共和クリティケア 130.00 局 劇 後発品
注 620007442 ビーカップ静注５０ｍｇ ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 チアミンジスルフィド コーアイセイ 56.00 後発品
注 643180050 ビースリミン注 １０ｍＬ１管 チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤シオノケミカル 57.00 後発品
注 622093601 ヒュミラ皮下注２０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ ２０ｍｇ０．４ｍＬ１筒 アダリムマブ（遺伝子組換え）アッヴィ 32,306.00 劇
注 620460401 ピリカップル筋注５０ｍｇ ５０ｍｇ１管 スルピリド コーアイセイ 56.00 劇 後発品
注 641140153 ピリツイン注 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コーアイセイ 58.00 後発品
注 620008227 ピルシカイニド塩酸塩静注５０ｍｇ「イセイ」 ５０ｍｇ５ｍＬ１管 ピルシカイニド塩酸塩水和物 コーアイセイ 407.00 劇 後発品
注 620003236 フラジレン注１０ｍｇ １０ｍｇ１管 フラビンアデニンジヌクレオチドコーアイセイ 56.00 後発品
注 620003237 フラジレン注２０ｍｇ ２０ｍｇ１管 フラビンアデニンジヌクレオチドコーアイセイ 56.00 後発品
注 622508701 プラルエント皮下注１５０ｍｇシリンジ １５０ｍｇ１ｍＬ１筒 アリロクマブ（遺伝子組換え）サノフィ 44,481.00
注 622508601 プラルエント皮下注７５ｍｇシリンジ ７５ｍｇ１ｍＬ１筒 アリロクマブ（遺伝子組換え）サノフィ 22,948.00
注 620006298 ブリプラチン注１０ｍｇ １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 シスプラチン ブリストル・マイヤーズ　スクイブ2,249.00 毒
注 620006299 ブリプラチン注２５ｍｇ ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 シスプラチン ブリストル・マイヤーズ　スクイブ5,351.00 毒
注 620006300 ブリプラチン注５０ｍｇ ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 シスプラチン ブリストル・マイヤーズ　スクイブ9,482.00 毒
注 621539801 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「イセイ」 ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール コーアイセイ 1,286.00 局 後発品
注 621539701 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「イセイ」 ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール コーアイセイ 975.00 局 後発品
注 620007496 ホモック注２００ｍｇ ２％１０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸エステルナトリウムコーアイセイ 58.00 後発品
注 622100401 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用１０００ｍｇ「サワイ」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沢井製薬 1,769.00 後発品
注 620528502 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用１２５ｍｇ「サワイ」１２５ｍｇ１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沢井製薬 321.00 後発品
注 620528901 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用５００ｍｇ「サワイ」５００ｍｇ１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沢井製薬 964.00 後発品
注 621399007 ヤエリスタ点滴静注５０ｍｇ ５０ｍｇ２．５ｍＬ１管 ドパミン塩酸塩 コーアイセイ 130.00 局 劇 後発品
注 620004780 ラノビ静注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コーアイセイ 56.00 後発品
注 620004778 ラノビ静注２５ｍｇ ０．５％５ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物コーアイセイ 56.00 後発品
注 620004779 ラノビ静注５０ｍｇ ０．５％１０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物コーアイセイ 56.00 後発品
注 644310105 ラングシンチＴｃ－９９ｍ注 １０ＭＢｑ テクネチウム大凝集人血清アルブミン（９９ｍＴｃ）日本メジフィジックス 531.00 後発品
注 640406213 リバレス注 １ｍＬ１管 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド日医工 58.00 後発品
注 620008950 リラダン注２０ｍｇ ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物 コーアイセイ 56.00 劇 後発品
注 642470094 ルテウム注２５ ２５ｍｇ１管 プロゲステロン あすか製薬 147.00 局
注 622119703 レボホリナートカルシウム点滴静注用１００ｍｇ「サンド」１００ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム サンド 2,693.00 後発品
注 621813603 レボホリナートカルシウム点滴静注用１２５ｍｇ「サンド」１２５ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム サンド 4,538.00 後発品
注 621813503 レボホリナートカルシウム点滴静注用２５ｍｇ「サンド」２５ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム サンド 787.00 後発品
外 660408007 アクリノール「コザカイ・Ｍ」 １ｇ アクリノール水和物 小堺製薬 60.90 局
外 620007568 アナミドールクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステル 岩城製薬 6.30 後発品
外 620007569 アナミドール軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステル 岩城製薬 6.30 後発品
外 620003019 アボダースうがい液４％ ４％１ｍＬ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物武田テバファーマ 40.20 後発品
外 620007576 アルゾナ軟膏０．１％ ０．１％１ｇ ジフルコルトロン吉草酸エステル東光薬品 10.10 劇 後発品
外 620007577 アルゾナユニバーサルクリーム０．１％ ０．１％１ｇ ジフルコルトロン吉草酸エステル東光薬品 10.10 劇 後発品
外 620005252 イサロパン外用散６％ ６％１ｇ アルクロキサ あすか製薬 28.90
外 620004791 エストリオール腟錠０．５ｍｇ「Ｆ」 ０．５ｍｇ１錠 エストリオール 富士製薬 19.00 後発品
外 620007611 エパテッククリーム３％ ３％１ｇ ケトプロフェン ゼリア新薬 5.00
外 620007612 エパテックゲル３％ ３％１ｇ ケトプロフェン ゼリア新薬 5.00
外 620007613 エパテックローション３％ ３％１ｇ ケトプロフェン ゼリア新薬 5.00
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外 620485801 グリセリン浣腸液５０％「ＯＲＹ」 ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン 日医工 107.70 後発品
外 620486901 グリセリン浣腸液５０％「ＯＲＹ」 ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン 日医工 140.60 後発品
外 620643802 ケトプロフェンテープ３０ｍｇ「サワイ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン 沢井製薬 11.70 後発品
外 620004800 ケナログ口腔用軟膏０．１％ ０．１％１ｇ トリアムシノロンアセトニド ブリストル・マイヤーズ　スクイブ65.00
外 620004216 消毒用エタノールＩＰ「ＴＸ」 １０ｍＬ エタノール グラフィコ 6.30 後発品
外 661310235 ＤＭゾロン０．０５％点眼液 ０．０５％１ｍＬ 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日本点眼薬 18.30
外 620201701 ＤＭゾロン点眼液０．０２％「日点」 ０．０２％１ｍＬ 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日本点眼薬 12.60
外 620202601 ＤＭゾロン点眼液０．１％「日点」 ０．１％１ｍＬ 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日本点眼薬 20.50
外 662640616 デルモランＦ軟膏 １ｇ フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩佐藤製薬 15.90 後発品
外 621373514 ビスコポール外用液１％ １％１ｍＬ ビホナゾール 龍角散 10.20 後発品
外 621373424 ビスコポールクリーム１％ １％１ｇ ビホナゾール 龍角散 10.20 後発品
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