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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 620731801 アスケート錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠 Ｌ－アスパラギン酸カリウム 共和薬品 5.80 後発品
内 621522601 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「テバ」 ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン 武田テバファーマ 7.10 後発品
内 620008280 アテネジン細粒１０％ １０％１ｇ アマンタジン塩酸塩 鶴原製薬 7.90 後発品
内 620117107 アテネジン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩 鶴原製薬 5.80 後発品
内 620936001 アニミングシロップ０．０４％ ０．０４％１０ｍＬ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩日新（山形） 10.50 後発品
内 622306801 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＳＫＫ」 １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩 共創未来 976.80 劇 後発品
内 610453024 エステルチンドライシロップ０．０１％ ０．０１％１ｇ プロカテロール塩酸塩水和物 高田製薬 46.40 後発品
内 620005931 ＮＥソフトカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステル東洋カプセル 5.60 後発品
内 612110436 カフェイン「ホエイ」 １ｇ カフェイン水和物 マイラン製薬 9.50 局 劇
内 620004469 カリアントＳＲカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル 硝酸イソソルビド 全星薬品 5.80 後発品
内 610409239 乾燥酵母「ホエイ」 １０ｇ 乾燥酵母 マイラン製薬 32.90 局
内 620006892 グリンクール錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 日本薬品 5.60 後発品
内 622420501 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＯＧ」 ２５ｍｇ１錠 クロピドグレル硫酸塩 皇漢堂 29.00 局 後発品
内 622420601 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＯＧ」 ７５ｍｇ１錠 クロピドグレル硫酸塩 皇漢堂 70.20 局 後発品
内 612330330 ケイラーゼＡカプセル １カプセル ビオヂアスターゼ２０００配合剤三恵薬品 5.60 後発品
内 612330354 ケイラーゼＳ顆粒 １ｇ ビオヂアスターゼ２０００配合剤三恵薬品 10.00 後発品
内 620002038 コカール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン 三和化学 7.10 後発品
内 620005428 コカール小児用ドライシロップ２０％ ２０％１ｇ アセトアミノフェン 三和化学 8.80 劇 後発品
内 620002039 コカールドライシロップ４０％ ４０％１ｇ アセトアミノフェン 三和化学 10.60 劇 後発品
内 620006925 Ｃ－チステン細粒５０％ ５０％１ｇ Ｌ－カルボシステイン 鶴原製薬 6.40 後発品
内 620006926 Ｃ－チステン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 Ｌ－カルボシステイン 鶴原製薬 5.60 局 後発品
内 622077901 Ｃ－チステン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 Ｌ－カルボシステイン 鶴原製薬 6.80 局 後発品
内 612220536 Ｃ－チステンシロップ５％ ５％１ｍＬ Ｌ－カルボシステイン 鶴原製薬 2.60 後発品
内 620000047 ジメモルミンドライシロップ２．５％ ２．５％１ｇ ジメモルファンリン酸塩 高田製薬 10.50 劇 後発品
内 620003962 シンラック錠２．５ ２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム水和物岩城製薬 5.80 後発品
内 610422132 シンラック錠７．５ ７．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム水和物岩城製薬 6.00 後発品
内 620490701 シンラック内用液０．７５％ ０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム水和物岩城製薬 9.10 後発品
内 610407294 セレガスロン錠２ ２ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩 武田テバファーマ 9.70 局 後発品
内 610407296 セレガスロン錠４ ４ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩 武田テバファーマ 16.10 局 後発品
内 620006963 センナリド錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 センノシド サンド 5.00 後発品
内 620008638 センノサイド錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 センノシド 武田テバ薬品 5.00 後発品
内 622005701 ソプレロール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド 日新（山形） 5.60 局 後発品
内 610463095 ソプレロール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド 日新（山形） 7.60 局 後発品
内 622154601 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩 東洋カプセル 21.00 局 向 後発品
内 622154501 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩 東洋カプセル 12.80 局 向 後発品
内 620004527 チオグール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩 東和薬品 5.80 後発品
内 610407314 チスタメット細粒２０％ ２０％１ｇ シメチジン 鶴原製薬 6.20 後発品
内 620008651 デキサメサゾンエリキシル０．０１％「ニッシン」０．０１％１ｍＬ デキサメタゾン 日新（山形） 1.70 後発品
内 620003987 テビーナ錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩 岩城製薬 98.70 局 後発品
内 620006589 トリヘキシン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 トリヘキシフェニジル塩酸塩 キョーリンリメディオ 8.60 局
内 613940048 ナーカリシン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン ナガセ医薬品 8.00 劇 後発品
内 620005052 ナーカリシン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン ナガセ医薬品 12.60 劇 後発品
内 610422206 ナサチームカプセル３００ ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチル 東菱薬品 22.20 局 後発品
内 613210021 乳酸カルシウム「ホエイ」 １０ｇ 乳酸カルシウム水和物 マイラン製薬 37.70 局
内 610422214 ニルジピン錠１０ １０ｍｇ１錠 ニトレンジピン キョーリンリメディオ 9.90 局 後発品
内 610422215 ニルジピン錠５ ５ｍｇ１錠 ニトレンジピン キョーリンリメディオ 9.60 局 後発品
内 620005059 ノイファン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アロプリノール ナガセ医薬品 7.70 局 後発品
内 622019001 ノイファン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アロプリノール ナガセ医薬品 9.90 局 後発品
内 622351501 バルサルタン錠２０ｍｇ「サノフィ」 ２０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本薬品 9.90 局 後発品
内 622351601 バルサルタン錠４０ｍｇ「サノフィ」 ４０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本薬品 16.60 局 後発品
内 622351701 バルサルタン錠８０ｍｇ「サノフィ」 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン 日本薬品 31.20 局 後発品
内 622154801 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 １０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 日本薬品 30.20 局 劇 後発品
内 612330456 パンクレアチン「ホエイ」 １ｇ パンクレアチン マイラン製薬 7.20 局
内 620007046 ピコルーラカプセル２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１カプセル ピコスルファートナトリウム水和物日本薬品 5.80 後発品
内 622031901 ファルプリル錠１０ １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 キョーリンリメディオ 18.50 局 後発品
内 610444119 ファルプリル錠２．５ ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 キョーリンリメディオ 9.90 局 後発品
内 610444120 ファルプリル錠５ ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 キョーリンリメディオ 11.20 局 後発品
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内 610433120 プルスマリンＡ３％ＤＳ ３％１ｇ アンブロキソール塩酸塩 高田製薬 27.60 後発品
内 620006103 プルスマリンＡ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 高田製薬 5.60 後発品
内 620006104 プルスマリンＡシロップ小児用０．３％ ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩 ローマン 5.10 後発品
内 620006105 プルスマリンＡドライシロップ小児用１．５％ １．５％１ｇ アンブロキソール塩酸塩 高田製薬 34.40 後発品
内 610454075 プロゲストン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル富士製薬 18.40 後発品
内 610433122 プロゲストン錠２００ ２００ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル富士製薬 110.90 後発品
内 610454076 プロゲストン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル富士製薬 18.70 後発品
内 610422262 ベザレックスＳＲ錠１００ １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート メディサ新薬 9.90 局 後発品
内 610422263 ベザレックスＳＲ錠２００ ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラート メディサ新薬 13.30 局 後発品
内 622495501 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「テバ」 ２００ｍｇ１錠 ボリコナゾール 武田テバファーマ 1,185.20 局 劇 後発品
内 622495401 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「テバ」 ５０ｍｇ１錠 ボリコナゾール 武田テバファーマ 368.60 局 劇 後発品
内 620003626 メコラミンカプセル２５０μｇ ０．２５ｍｇ１カプセル メコバラミン 日新（山形） 5.60 後発品
内 622198301 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩水和物 日本薬品 9.60 局 後発品
内 622198401 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩水和物 日本薬品 9.90 局 後発品
内 620007141 リフォロースシロップ６５％ ６５％１ｍＬ ラクツロース 武田テバ薬品 4.80 後発品
内 620701701 リボビックス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ピリドキサールリン酸エステル水和物鶴原製薬 5.60 後発品
内 620703201 リボビックス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ピリドキサールリン酸エステル水和物鶴原製薬 5.60 後発品
内 620703401 リボビックス錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 ピリドキサールリン酸エステル水和物鶴原製薬 5.60 後発品
内 610412184 ルチアノンカプセルＲ１００ １００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩 佐藤薬品 22.40 局 後発品
内 622082701 ルチアノンカプセルＲ２００ ２００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩 佐藤薬品 24.00 局 後発品
内 620099601 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「テバ」 ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物武田テバファーマ 7.80 局 後発品
内 622155201 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＫＯＧ」 １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム 日本薬品 62.20 局 後発品
内 622155001 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＫＯＧ」 ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム 日本薬品 20.80 局 後発品
内 622155101 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＫＯＧ」 ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム 日本薬品 41.20 局 後発品
注 620004633 アクチオス点滴静注用２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル 武田テバファーマ 535.00 局 後発品
注 620007169 アドカルＡＣ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日新（山形） 56.00 後発品
注 620004638 アピスタンディン注射用２０μｇ ２０μｇ１管 アルプロスタジル　アルファデクス富士製薬 363.00 劇 後発品
注 620004639 アピスタンディン注射用５００μｇ ５００μｇ１瓶 アルプロスタジル　アルファデクス富士製薬 5,074.00 劇 後発品
注 620003190 アミカマイシン注射液１００ｍｇ １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩 Ｍｅｉｊｉ 341.00 局
注 620003191 アミカマイシン注射液２００ｍｇ ２００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩 Ｍｅｉｊｉ 599.00 局
注 620003208 カタボンＨｉ注６００ｍｇ ０．３％２００ｍＬ１袋 ドパミン塩酸塩 武田テバ薬品 1,259.00 局 劇 後発品
注 620003209 カタボンＬｏｗ注２００ｍｇ ０．１％２００ｍＬ１袋 ドパミン塩酸塩 武田テバ薬品 855.00 局 劇 後発品
注 640453126 注射用ブイペル１０ １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 武田テバファーマ 236.00 劇 後発品
注 620000252 注射用ブイペル１００ １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 武田テバファーマ 931.00 劇 後発品
注 640453127 注射用ブイペル５０ ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 武田テバファーマ 424.00 劇 後発品
注 621096701 トキオ注射用１ｇ １ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム コーアイセイ 202.00 局 後発品
注 620009268 ナタジール点滴静注用２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル 富士薬品 535.00 局 後発品
注 640412086 ボグニン注０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩水和物 日医工 451.00 後発品
注 620005707 ボグニン注１ｍｇ １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩水和物 日医工 929.00 後発品
注 620005708 ボグニン注２ｍｇ ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩水和物 日医工 1,972.00 後発品
注 620006319 マドロス輸液１０％ １０％２００ｍＬ１袋 マルトース水和物 扶桑薬品 209.00
注 620006320 マドロス輸液１０％ １０％５００ｍＬ１袋 マルトース水和物 扶桑薬品 207.00
外 662640907 亜鉛華「ホエイ」 １０ｇ 酸化亜鉛 マイラン製薬 23.20 局
外 620006372 アルギノン点眼液２％ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウム 東亜薬品 215.60 後発品
外 660453003 アンフラベート０．０５％クリーム ０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル前田薬品 12.50 劇 後発品
外 660453004 アンフラベート０．０５％軟膏 ０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル前田薬品 12.50 劇 後発品
外 620002301 アンフラベート０．０５％ローション ０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル前田薬品 12.50 劇 後発品
外 660433015 カルテオロール点眼液Ｔ１％ １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩 東亜薬品 86.50 後発品
外 660433016 カルテオロール点眼液Ｔ２％ ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩 東亜薬品 117.00 後発品
外 620006411 クールウェイ点眼液２％ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウム 高田製薬 359.00 後発品
外 620006409 クモロール点眼液２％ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウム ニッテン 359.00 後発品
外 620003034 ケルガー液１％ １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 前田薬品 14.00 局 後発品
外 620006432 ジクロスター点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ ジクロフェナクナトリウム ニッテン 35.30 後発品
外 620006449 チモレート点眼液０．２５％ ０．２５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩 ニッテン 58.20 後発品
外 620006450 チモレート点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩 ニッテン 85.20 後発品
外 660463018 チモロール点眼液Ｔ０．２５％ ０．２５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩 東亜薬品 58.20 後発品
外 660463019 チモロール点眼液Ｔ０．５％ ０．５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩 東亜薬品 85.20 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
外 660406158 Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％眼軟膏Ｔ ０．１％１ｇ デキサメタゾン 日東メディック 45.80 後発品
外 620003043 テビーナ液１％ １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 岩城製薬 14.00 局 後発品
外 620003044 テビーナクリーム１％ １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 岩城製薬 14.00 局 後発品
外 620007687 デルムサットクリーム０．１％ ０．１％１ｇ デキサメタゾンプロピオン酸エステル東光薬品 11.30 劇 後発品
外 620007688 デルムサット軟膏０．１％ ０．１％１ｇ デキサメタゾンプロピオン酸エステル東光薬品 11.30 劇 後発品
外 620000386 ニトラゼンクリーム２％ ２％１ｇ ケトコナゾール 岩城製薬 19.20 局 後発品
外 620002317 ニトラゼンローション２％ ２％１ｇ ケトコナゾール 岩城製薬 19.20 局 後発品
外 620006475 ハオプラ点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン 日本点眼薬 25.60 後発品
外 620006491 ビクロノール外用液１％ １％１ｍＬ ビホナゾール 岩城製薬 10.20 後発品
外 620006492 ビクロノールクリーム１％ １％１ｇ ビホナゾール 岩城製薬 10.20 後発品
外 660463028 ビタコバール点眼液０．０２％ ０．０２％５ｍＬ１瓶 シアノコバラミン 東亜薬品 84.80 後発品
外 620008258 ファビ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル三和化学 417.50 後発品
外 620004251 ファビ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル三和化学 769.20 後発品
外 620005297 フサコール点眼液０．０５％ ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩 メディサ新薬 252.90 後発品
外 620007754 フマルトン点眼液０．０５％ ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩 ニッテン 361.90 後発品
外 660406163 フルオロメトロン０．０２％点眼液Ｔ ０．０２％１ｍＬ フルオロメトロン 日東メディック 17.60 後発品
外 660406162 フルオロメトロン０．１％点眼液Ｔ ０．１％１ｍＬ フルオロメトロン 日東メディック 19.80 後発品
外 620006510 ブロキレート点眼液１％ １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩 ニッテン 108.80 後発品
外 620006511 ブロキレート点眼液２％ ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩 ニッテン 149.50 後発品
外 620007790 マイアロンクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル前田薬品 9.30 劇 後発品
外 620007791 マイアロン軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル前田薬品 9.30 劇 後発品
外 620007792 マイアロンローション０．０５％ ０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル前田薬品 10.60 劇 後発品
外 620005774 マイセラクリーム０．１％ ０．１％１ｇ モメタゾンフランカルボン酸エステル前田薬品 15.70 劇 後発品
外 620005775 マイセラ軟膏０．１％ ０．１％１ｇ モメタゾンフランカルボン酸エステル前田薬品 15.70 劇 後発品
外 620005776 マイセラローション０．１％ ０．１％１ｇ モメタゾンフランカルボン酸エステル前田薬品 15.70 劇 後発品
外 620006536 ムルキナ点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン 日東メディック 19.70 後発品
外 620004837 リファタックテープ４０ｍｇ ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビド メディサ新薬 46.60 後発品
外 621525303 両性石ケン液１０％「日医工」 １０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩日医工 6.50 後発品
外 621391501 レクトス注腸軟膏２５ｍｇ ２５ｍｇ１筒 ジクロフェナクナトリウム 日医工 94.20 劇 後発品
外 621391601 レクトス注腸軟膏５０ｍｇ ５０ｍｇ１筒 ジクロフェナクナトリウム 日医工 95.70 劇 後発品
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