
20191212追補分

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 621489901 アシクロビルＤＳ８０％「ＮＫ」 ８０％１ｇ アシクロビル 日本化薬 176.80 局 後発品
内 621525202 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＺＥ」 １００ｍｇ１錠 アスピリン 全星薬品 5.70 後発品
内 622699601 アトモキセチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 アトモキセチン塩酸塩 日本ジェネリック 94.20 劇 後発品
内 622699701 アトモキセチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 アトモキセチン塩酸塩 日本ジェネリック 112.30 劇 後発品
内 622699801 アトモキセチン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 ２５ｍｇ１錠 アトモキセチン塩酸塩 日本ジェネリック 141.60 劇 後発品
内 622699901 アトモキセチン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 ４０ｍｇ１錠 アトモキセチン塩酸塩 日本ジェネリック 159.50 劇 後発品
内 622700001 アトモキセチン内用液０．４％「ＪＧ」 ０．４％１ｍＬ アトモキセチン塩酸塩 日本ジェネリック 70.70 劇 後発品
内 622695501 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」 ８０ｍｇ１カプセル アプレピタント 日本化薬 1,381.00 後発品
内 622698101 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 ８０ｍｇ１カプセル アプレピタント 沢井製薬 1,381.00 後発品
内 622695601 アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「ＮＫ」 １２５ｍｇ１カプセル アプレピタント 日本化薬 2,025.10 後発品
内 622698201 アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 １２５ｍｇ１カプセル アプレピタント 沢井製薬 2,025.10 後発品
内 622695701 アプレピタントカプセルセット「ＮＫ」 １セット アプレピタント 日本化薬 4,787.10 後発品
内 622698301 アプレピタントカプセルセット「サワイ」 １セット アプレピタント 沢井製薬 4,787.10 後発品
内 620675401 アルファカルシドール錠０．２５μｇ「アメル」 ０．２５μｇ１錠 アルファカルシドール 共和薬品 5.90 劇 後発品
内 620389415 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＣＥＯ」 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 セオリアファーマ 5.70 後発品
内 620389454 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「杏林」 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 キョーリンリメディオ 5.70 後発品
内 620391402 アンブロキソール塩酸塩内用液０．７５％「杏

林」
０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩 キョーリンリメディオ 4.90 後発品

内 621315603 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「杏
林」

３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチル 東洋カプセル 14.60 局 後発品

内 621869505 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ
「杏林」

３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル キョーリンリメディオ 14.50 局 後発品

内 620815302 イコサペント酸エチル顆粒状カプセル６００ｍｇ
「ＭＪＴ」

６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル 森下仁丹 46.40 後発品

内 621869605 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ
「杏林」

６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル キョーリンリメディオ 27.10 局 後発品

内 621776502 イコサペント酸エチル顆粒状カプセル９００ｍｇ
「ＭＪＴ」

９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル 森下仁丹 67.80 後発品

内 621869705 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ
「杏林」

９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル キョーリンリメディオ 38.40 局 後発品

内 621975301 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 小林化工 10.10 局 後発品

内 621244202 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 小林化工 10.10 局 後発品
内 622108002 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＥ

Ｋ」
１０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 小林化工 16.90 局 後発品

内 622700101 カペシタビン錠３００ｍｇ「ＪＧ」 ３００ｍｇ１錠 カペシタビン 日本ジェネリック 131.80 劇 後発品
内 622695801 カペシタビン錠３００ｍｇ「ＮＫ」 ３００ｍｇ１錠 カペシタビン 日本化薬 131.80 劇 後発品
内 620850607 グルタチオン錠１００ｍｇ「ツルハラ」 １００ｍｇ１錠 グルタチオン 鶴原製薬 7.40 後発品
内 620079349 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「武田テバ」 ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム 武田テバファーマ 5.70 劇 後発品
内 620392532 ジヒドロコデインリン酸塩散１％〈ハチ〉 １％１ｇ ジヒドロコデインリン酸塩 東洋製化 7.60 局 劇
内 620233622 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ツルハラ」 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩 鶴原製薬 5.70 後発品
内 622697401 センノシド錠１２ｍｇ「杏林」 １２ｍｇ１錠 センノシド 東洋カプセル 5.10 後発品
内 622700601 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 ２５０ｍｇ１錠 炭酸ランタン水和物 日本ジェネリック 66.70 後発品
内 622702201 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 ２５０ｍｇ１錠 炭酸ランタン水和物 扶桑薬品 66.70 後発品
内 622700701 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「ＪＧ」 ５００ｍｇ１錠 炭酸ランタン水和物 日本ジェネリック 98.30 後発品
内 622702301 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「フソー」 ５００ｍｇ１錠 炭酸ランタン水和物 扶桑薬品 98.30 後発品
内 620681602 チアミンジスルフィド錠１０ｍｇ「ツルハラ」 １０ｍｇ１錠 チアミンジスルフィド 鶴原製薬 5.10
内 620194702 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰＩ」 １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩 日本薬品 5.90 後発品
内 620446204 テプレノン細粒１０％「武田テバ」 １０％１ｇ テプレノン 武田テバ薬品 11.00 後発品
内 621918601 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 小林化工 10.10 局 後発品
内 621641801 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 １ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 小林化工 10.10 局 後発品
内 621641901 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 小林化工 14.90 局 後発品
内 621918701 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 小林化工 46.30 局 後発品
内 620713302 トコフェロール酢酸エステル顆粒２０％「ツルハ

ラ」
２０％１ｇ トコフェロール酢酸エステル 鶴原製薬 6.30 後発品

内 620714102 トコフェロール酢酸エステル錠１００ｍｇ「ツル
ハラ」

１００ｍｇ１錠 トコフェロール酢酸エステル 鶴原製薬 5.70 後発品
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内 621508301 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＦＹ」 ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 富士薬品 5.70 向 後発品
内 621508401 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＦＹ」 ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 富士薬品 5.90 向 後発品
内 620726630 乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末 １０ｇ 乳酸カルシウム水和物 東洋製化 27.80 局
内 622012303 バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ１００ｍｇ「トー

ワ」
１００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 東和薬品 6.90 局 後発品

内 621748202 バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「トー
ワ」

２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 東和薬品 10.40 局 後発品

内 620696210 パンテチン細粒２０％「ツルハラ」 ２０％１ｇ パンテチン 鶴原製薬 6.30 後発品
内 620696601 パンテチン錠３０ｍｇ「ツルハラ」 ３０ｍｇ１錠 パンテチン 鶴原製薬 5.70 後発品
内 620697001 パンテチン錠６０ｍｇ「ツルハラ」 ６０ｍｇ１錠 パンテチン 鶴原製薬 5.70 後発品
内 621412201 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「ＦＳ

Ｋ」
２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム

水和物
伏見製薬所 5.90 後発品

内 621399501 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「サン
ド」

２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 サンド 10.20 局 後発品

内 621400401 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「サンド」 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 サンド 14.90 局 後発品
内 622289402 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「サ

ンド」
０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 サンド 10.10 局 後発品

内 621474302 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 １０ｍｇ１錠 ファモチジン 全星薬品 10.10 局 後発品
内 621475302 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＺＥ」 ２０ｍｇ１錠 ファモチジン 全星薬品 10.10 局 後発品
内 622694101 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 ５０ｍｇ１錠 フレカイニド酢酸塩 トーアエイヨー 31.40 局 劇 後発品
内 622694201 フレカイニド酢酸塩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 １００ｍｇ１錠 フレカイニド酢酸塩 トーアエイヨー 53.80 局 劇 後発品
内 622126602 ブロマゼパム錠１ｍｇ「サンド」 １ｍｇ１錠 ブロマゼパム サンド 5.70 向
内 620047103 ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」 ２ｍｇ１錠 ブロマゼパム サンド 5.70 向 後発品
内 620047303 ブロマゼパム錠３ｍｇ「サンド」 ３ｍｇ１錠 ブロマゼパム サンド 5.90 向 後発品
内 620047403 ブロマゼパム錠５ｍｇ「サンド」 ５ｍｇ１錠 ブロマゼパム サンド 6.30 向 後発品
内 621730802 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩 小林化工 10.10 局 劇 後発品
内 621730902 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩 小林化工 16.50 局 劇 後発品
内 621948102 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ８ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩 小林化工 30.60 局 劇 後発品
内 620355001 ポリスチレンスルホン酸Ｎａ「フソー」原末 １ｇ ポリスチレンスルホン酸ナト

リウム
扶桑薬品 12.70 局 後発品

内 620356906 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ「フソー」原末 １ｇ ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

扶桑薬品 13.70 局

内 620258107 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ツルハ
ラ」

５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩 鶴原製薬 5.90 劇 後発品

内 620257706 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「ツルハ
ラ」

１００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩 鶴原製薬 8.60 劇 後発品

内 620708618 メコバラミン錠５００μｇ「フソー」 ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン ダイト 5.70 局 後発品
内 621890601 メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 ２５０ｍｇ１錠 メサラジン 日本ジェネリック 20.80 局 後発品
内 621884302 メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「武田テバ」 ２５０ｍｇ１錠 メサラジン 武田テバファーマ 20.80 局 後発品
内 622109402 メサラジン徐放錠５００ｍｇ「ＪＧ」 ５００ｍｇ１錠 メサラジン 日本ジェネリック 42.50 局 後発品
内 622102902 メサラジン徐放錠５００ｍｇ「武田テバ」 ５００ｍｇ１錠 メサラジン 武田テバファーマ 42.50 局 後発品
内 622699101 ラバミコム配合錠「アメル」 １錠 ラミブジン・アバカビル硫酸

塩
共和薬品 1,558.30 劇 後発品

内 622020603 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「武田テバ」 １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 武田テバ薬品 48.30 後発品
内 622702001 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ニプロ」 １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム ニプロＥＳ 48.30 後発品
内 622020703 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「武田テバ」 ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム 武田テバ薬品 94.30 後発品
内 622702101 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ニプロ」 ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム ニプロＥＳ 94.30 後発品
内 622695101 リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ「トーワ」 ７５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和

物
東和薬品 767.90 局 劇 後発品

内 622688301 リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ「日医工」 ７５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和
物

日医工 767.90 局 劇 後発品

内 621215301 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三恵」 ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

三恵薬品 9.80 局 後発品

注 622702401 アルトフェッド注射液 ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品 200.00
注 620513002 ＨＭＧ筋注用７５単位「あすか」 ７５単位１管（溶解液付） ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ

ン
あすか製薬 1,105.00 後発品
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注 620513402 ＨＭＧ筋注用１５０単位「あすか」 １５０単位１管（溶解液付） ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ

ン
あすか製薬 1,427.00 後発品

注 629906301 エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン０．５ｍ
Ｌ「ＭＡ」

２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続
１］

持田製薬 8,808.00 劇 後発品

注 620887102 エルカトニン注４０単位「イセイ」 ４０エルカトニン単位１ｍＬ
１管

エルカトニン コーアイセイ 241.00 劇 後発品

注 622698901 ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイ
ザー」

５００ｍｇ１瓶 ガンシクロビル マイラン製薬 6,152.00 毒 後発品

注 620532406 テストステロンエナント酸エステル筋注２５０ｍ
ｇ「Ｆ」

２５０ｍｇ１ｍＬ１管 テストステロンエナント酸エ
ステル

富士製薬 974.00 局

注 620705602 ピリドキサール注３０ｍｇ「トーワ」 ３０ｍｇ１管 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

東和薬品 57.00 後発品

注 621535701 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール 丸石製薬 594.00 劇 後発品
注 621535801 プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール 丸石製薬 770.00 劇 後発品
注 621535901 プロポフォール静注１％１００ｍＬ「マルイシ」 １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール 丸石製薬 1,215.00 劇 後発品
注 621700801 プロポフォール静注２％５０ｍＬ「マルイシ」 １ｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール 丸石製薬 1,215.00 劇 後発品
注 622698401 ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワ

イ」
５０ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム 沢井製薬 2,435.00 劇 後発品

注 622698501 ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「サワ
イ」

７５ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム 沢井製薬 3,477.00 劇 後発品

注 621698603 ｕＦＳＨ注用７５単位「あすか」 ７５単位１管（溶解液付） ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

あすか製薬 1,310.00 後発品

注 621698703 ｕＦＳＨ注用１５０単位「あすか」 １５０単位１管（溶解液付） ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

あすか製薬 1,592.00 後発品

注 622702501 ラクトリンゲル液″フソー″ ２００ｍＬ１袋 乳酸リンゲル 扶桑薬品 160.00
外 621703802 アズレンうがい液４％「ＴＯＡ」 ４％１ｍＬ アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物
東亜薬品 38.60 後発品

外 620577701 イソプロパノール消毒液５０％「ニプロ」 ５０％１０ｍＬ イソプロパノール ニプロ 3.80 後発品
外 620579501 イソプロパノール消毒液７０％「ニプロ」 ７０％１０ｍＬ イソプロパノール ニプロ 4.50 後発品
外 621457801 オキシグルタチオン眼灌流液０．０１８４％キッ

ト「センジュ」
５００ｍＬ１キット オキシグルタチオン 千寿製薬 3,904.90 後発品

外 621655001 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０
５％「イワキ」

０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸
エステル

岩城製薬 9.10 劇 後発品

外 620215501 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ＴＳ」 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウム テイカ製薬 209.70 後発品
外 621407305 クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「武田テバ」 １％２ｍＬ１管 クロモグリク酸ナトリウム 武田テバ薬品 32.90 後発品
外 621788201 ケトコナゾールクリーム２％「ＭＹＫ」 ２％１ｇ ケトコナゾール 前田薬品 18.50 局 後発品
外 621788301 ケトコナゾールローション２％「ＭＹＫ」 ２％１ｇ ケトコナゾール 前田薬品 18.50 局 後発品
外 620206701 ゲンタマイシン硫酸塩点眼液０．３％「ニッ

トー」
３ｍｇ１ｍＬ ゲンタマイシン硫酸塩 日東メディック 17.90 局 劇 後発品

外 621362119 ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ「武田テ
バ」

１２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 武田テバファーマ 19.70 劇 後発品

外 621362242 ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「武田テバ」 ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 武田テバファーマ 20.30 劇 後発品
外 621362360 ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「武田テバ」 ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 武田テバファーマ 20.30 劇 後発品
外 620220802 ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ニットー」 ０．１％１ｍＬ ジクロフェナクナトリウム 東亜薬品 39.00 後発品
外 621782602 ジクロフェナクＮａゲル１％「武田テバ」 １％１ｇ ジクロフェナクナトリウム 武田テバファーマ 4.50 後発品
外 621362112 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ゼ

リア」
１２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 京都薬品 19.70 劇 後発品

外 620083001 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ゼリ
ア」

２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 京都薬品 20.30 劇 後発品

外 620084701 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ゼリ
ア」

５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム 京都薬品 20.30 劇 後発品

外 621566003 ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＭＹＫ」 ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート 前田薬品 11.20 後発品
外 621566203 ジフルプレドナートローション０．０５％「ＭＹ

Ｋ」
０．０５％１ｇ ジフルプレドナート 前田薬品 11.20 後発品

外 621555604 タカルシトール軟膏２μｇ／ｇ「武田テバ」 ０．０００２％１ｇ タカルシトール水和物 武田テバ薬品 49.50 局 劇 後発品
外 621555504 タカルシトールクリーム２μｇ／ｇ「武田テバ」 ０．０００２％１ｇ タカルシトール水和物 武田テバ薬品 49.50 劇 後発品
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外 621720301 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「久光」 ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロール 久光製薬 21.00 局 後発品
外 621720401 ツロブテロールテープ１ｍｇ「久光」 １ｍｇ１枚 ツロブテロール 久光製薬 29.70 局 後発品
外 621720501 ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 ２ｍｇ１枚 ツロブテロール 久光製薬 38.30 局 後発品
外 620201902 Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．０２％「ニットー」 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
日東メディック 12.80 後発品

外 620202201 Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．０５％「ニットー」 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

日東メディック 20.60 後発品

外 620202702 Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．１％「ニットー」 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

日東メディック 17.90 後発品

外 620508601 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 ０．１％１ｇ デキサメタゾン 日本化薬 51.00 後発品
外 621500002 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「日医工」 ０．１％１ｇ デキサメタゾン 池田薬品 51.00 後発品
外 621567303 デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．

１％「ＭＹＫ」
０．１％１ｇ デキサメタゾンプロピオン酸

エステル
前田薬品 11.00 劇 後発品

外 621567403 デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム
０．１％「ＭＹＫ」

０．１％１ｇ デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

前田薬品 11.00 劇 後発品

外 621567503 デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション
０．１％「ＭＹＫ」

０．１％１ｇ デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

前田薬品 11.00 劇 後発品

外 621731402 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ＭＥＥＫ」 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 小林化工 13.30 局 後発品
外 621555701 トラニラスト点眼液０．５％「ニットー」 ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト 東亜薬品 332.80 局 後発品
外 622699201 ドルモロール配合点眼液「ＴＳ」 １ｍＬ ドルゾラミド塩酸塩・チモ

ロールマレイン酸塩
テイカ製薬 237.70 後発品

外 621707001 ナファレリン点鼻液０．２％「Ｆ」 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ナファレリン酢酸塩水和物 富士製薬 5,906.20 劇 後発品
外 621816501 ニプラジロール点眼液０．２５％「ニットー」 ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール 東亜薬品 193.80 後発品
外 621499402 尿素クリーム１０％「日医工」 １０％１ｇ 尿素 池田薬品 4.50 後発品
外 621501302 尿素クリーム２０％「日医工」 ２０％１ｇ 尿素 池田薬品 4.70 後発品
外 621373439 ビホナゾールクリーム１％「武田テバ」 １％１ｇ ビホナゾール 武田テバ薬品 10.10 後発品
外 620646202 フェルビナクパップ７０ｍｇ「オーハラ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク 大原薬品 14.00 局 後発品
外 621763801 フェルビナクパップ７０ｍｇ「タイホウ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク 岡山大鵬 14.00 局 後発品
外 621521801 フェルビナクテープ７０ｍｇ「久光」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク 久光製薬 14.00 局 後発品
外 622305202 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「テイコ

ク」
２．１ｍｇ１枚 フェンタニル 帝國製薬 1,222.80 麻 劇 後発品

外 622305302 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「テイコ
ク」

４．２ｍｇ１枚 フェンタニル 帝國製薬 2,260.80 麻 劇 後発品

外 622305402 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「テイコ
ク」

８．４ｍｇ１枚 フェンタニル 帝國製薬 4,201.90 麻 劇 後発品

外 622305502 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「テイコ
ク」

１２．６ｍｇ１枚 フェンタニル 帝國製薬 5,855.10 麻 劇 後発品

外 622305602 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「テイコ
ク」

１６．８ｍｇ１枚 フェンタニル 帝國製薬 7,883.80 麻 劇 後発品

外 622696801 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「テ
イコク」

１ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩 帝國製薬 262.90 麻 劇 後発品

外 622696901 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「テ
イコク」

２ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩 帝國製薬 490.20 麻 劇 後発品

外 622697001 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ「テ
イコク」

４ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩 帝國製薬 924.00 麻 劇 後発品

外 622697101 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ「テ
イコク」

６ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩 帝國製薬 1,324.90 麻 劇 後発品

外 622697201 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ８ｍｇ「テ
イコク」

８ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩 帝國製薬 1,704.10 麻 劇 後発品

外 621287301 ブセレリン点鼻液０．１５％「Ｆ」 １５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ブセレリン酢酸塩 富士製薬 5,372.60 後発品
外 622701801 ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ「武田テバ」 ０．２５ｍｇ２ｍＬ１管 ブデソニド 武田テバファーマ 94.50 後発品
外 622701901 ブデソニド吸入液０．５ｍｇ「武田テバ」 ０．５ｍｇ２ｍＬ１管 ブデソニド 武田テバファーマ 125.80 後発品
外 622700201 ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ＪＧ」 ３０吸入１キット ブデソニド・ホルモテロール

フマル酸塩水和物
日本ジェネリック 1,250.10 後発品

外 622702601 ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ＭＹＬ」 ３０吸入１キット ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

東亜薬品 1,250.10 後発品
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外 622700301 ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」 ６０吸入１キット ブデソニド・ホルモテロール

フマル酸塩水和物
日本ジェネリック 2,348.40 後発品

外 622702701 ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＭＹＬ」 ６０吸入１キット ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

東亜薬品 2,348.40 後発品

外 620205102 プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏０．２５％
「ニットー」

０．２５％１ｇ プレドニゾロン酢酸エステル 日東メディック 35.30 後発品

外 620055903 ブロマゼパム坐剤３ｍｇ「サンド」 ３ｍｇ１個 ブロマゼパム サンド 91.60 向
外 622695301 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日

医工」
１ｇ ヘパリン類似物質 ヤクハン 13.50 後発品

外 621655601 ペミロラストＫ点眼液０．１％「ＴＳ」 ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ペミロラストカリウム テイカ製薬 320.10 局 後発品
外 620571801 ポビドンヨード外用液１０％「イワキ」 １０％１０ｍＬ ポビドンヨード 岩城製薬 11.40 後発品
外 622695201 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＣＥＯ」５６噴霧用 ５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾンフランカルボン酸

エステル水和物
東亜薬品 710.50 後発品

外 622700401 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＪＧ」５６噴霧用 ５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

日本ジェネリック 710.50 後発品

外 622694701 モメタゾン点鼻液５０μｇ「タカタ」５６噴霧用 ５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

高田製薬 710.50 後発品

外 622694901 モメタゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」５６噴霧用 ５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

東和薬品 710.50 後発品

外 622701601 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ニットー」５６噴霧
用

５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

日東メディック 710.50 後発品

外 622695401 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＣＥＯ」１１２噴霧
用

９ｍｇ１８ｇ１瓶 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

東亜薬品 1,421.00 後発品

外 622700501 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＪＧ」１１２噴霧用 ９ｍｇ１８ｇ１瓶 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

日本ジェネリック 1,421.00 後発品

外 622694801 モメタゾン点鼻液５０μｇ「タカタ」１１２噴霧
用

９ｍｇ１８ｇ１瓶 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

高田製薬 1,421.00 後発品

外 622695001 モメタゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」１１２噴霧
用

９ｍｇ１８ｇ１瓶 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

東和薬品 1,421.00 後発品

外 622701701 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ニットー」１１２噴
霧用

９ｍｇ１８ｇ１瓶 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

日東メディック 1,421.00 後発品

外 622046702 レボフロキサシン点眼液０．５％「ニットー」 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物 東亜薬品 42.20 局 後発品
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