
20200619＿経過措置分（別表２＿Ｒ０３．３末まで）

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 620002634 アセトアミノフェン錠２００「タツミ」 ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン 辰巳化学 6.70 後発品
内 620006829 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「タツミ」 ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリン水和物 辰巳化学 10.10 局 後発品
内 610453025 エナラート細粒１％ １％１ｇ エナラプリルマレイン酸塩 共和薬品 70.60 後発品
内 621979801 エナラート錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 共和薬品 16.20 局 後発品
内 610422055 エパラカプセル３００ ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチル 日本臓器 21.60 局 後発品
内 621959901 エパラ粒状カプセル３００ｍｇ ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル 日本臓器 14.60 局 後発品
内 621960001 エパラ粒状カプセル６００ｍｇ ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル 日本臓器 45.20 局 後発品
内 621960101 エパラ粒状カプセル９００ｍｇ ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル 日本臓器 67.00 局 後発品
内 610454027 クライスリン錠５０ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ 三笠製薬 5.90 後発品
内 620003939 クラリスロマイシンＤＳ１０％「ＭＥＥＫ」 １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシン 小林化工 40.10 後発品
内 620940901 クレ・ママレットドライシロップ０．１％ ０．１％１ｇ クレマスチンフマル酸塩 あゆみ製薬 8.30 劇 後発品
内 620004496 サロベール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アロプリノール 大日本住友製薬 10.10 局 後発品
内 622051001 サロベール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アロプリノール 大日本住友製薬 10.10 局 後発品
内 620005996 スロービッドカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル テオフィリン サンド 10.30
内 620005997 スロービッドカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル テオフィリン サンド 15.40 劇
内 613320103 タジン錠３０ ３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物あすか製薬 5.90 後発品
内 620006992 デムナロンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル テプレノン 鶴原製薬 6.30 局 後発品
内 620008655 テルギンＧドライシロップ０．１％ ０．１％１ｇ クレマスチンフマル酸塩 高田製薬 8.30 劇 後発品
内 620003991 テルビナフィン錠１２５「ＴＣＫ」 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩 辰巳化学 86.80 局 後発品
内 612390019 テルペラン錠１０ １０ｍｇ１錠 メトクロプラミド あすか製薬 6.10 局 後発品
内 620002528 テルペラン錠５ ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド あすか製薬 5.70 局 後発品
内 620004019 ネドリール錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩 高田製薬 86.80 局 後発品
内 610453094 バレリン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 大日本住友製薬 10.10 局 後発品
内 620004550 バレリンシロップ５％ ５％１ｍＬ バルプロ酸ナトリウム 大日本住友製薬 6.80 局 後発品
内 620000108 プラバスタチンナトリウム錠「陽進」１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 陽進堂 25.60 局 後発品
内 620000107 プラバスタチンナトリウム錠「陽進」５ｍｇ ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 陽進堂 13.10 局 後発品
内 620004573 プロスタット錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル 日本新薬 59.30
内 620003613 ヘキサトロンカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル トラネキサム酸 日本新薬 10.10 局 後発品
内 620002823 ペルゴリン顆粒０．０２５％ ０．０２５％１ｇ ペルゴリドメシル酸塩 日医工 98.30 劇 後発品
内 610406290 ポルボノールドライシロップ０．５％ ０．５％１ｇ フェノテロール臭化水素酸塩 高田製薬 38.40 劇 後発品
内 620002151 メトレート錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 メトトレキサート あゆみ製薬 135.30 劇 後発品
内 620006157 リカバリンカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル トラネキサム酸 旭化成ファーマ 10.10 局 後発品
内 613130519 レチコラン錠２５０μｇ ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン 東菱薬品 5.70 局 後発品
内 613130520 レチコラン錠５００μｇ ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン 東菱薬品 5.70 局 後発品
内 620007155 ロスポリア錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ロペラミド塩酸塩 日医工 41.00
注 620000212 オザペン注２０ｍｇ ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルナトリウム 富士薬品 387.00 局 後発品
注 620000213 オザペン注４０ｍｇ ４０ｍｇ２．５ｍＬ１管 オザグレルナトリウム 富士薬品 612.00 局 後発品
注 620002436 オザペンバッグ注８０ｍｇ ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルナトリウム 富士薬品 1,068.00 局 後発品
注 620004646 オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「ＨＫ」 ４ｍｇ２ｍＬ１筒 オンダンセトロン塩酸塩水和物丸石製薬 3,524.00 劇 後発品
注 620006228 グルカゴン注射用１単位「イトウ」 １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１瓶（溶解液付）グルカゴン ＩＬＳ 1,671.00 劇 後発品
注 622351401 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「サノフィ」４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸水和物 共和クリティケア 8,811.00 劇 後発品
注 620005687 バイステージ注３７０シリンジ１００ｍＬ ７５．５２％１００ｍＬ１筒 イオパミドール 武田テバファーマ 4,107.00 局 後発品
注 620004736 パンテニール注１００ｍｇ １００ｍｇ１管 パンテノール 共和クリティケア 57.00 後発品
注 620004737 パンテニール注２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１管 パンテノール 共和クリティケア 57.00 後発品
注 620004738 パンテニール注５００ｍｇ ５００ｍｇ１管 パンテノール 共和クリティケア 57.00 後発品
注 621989201 ミニヘパ透析用１００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ２，０００低分子量ヘパリン単位２０ｍＬ１筒パルナパリンナトリウム 扶桑薬品 468.00
注 621989301 ミニヘパ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ３，０００低分子量ヘパリン単位２０ｍＬ１筒パルナパリンナトリウム 扶桑薬品 629.00
注 621989401 ミニヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ４，０００低分子量ヘパリン単位２０ｍＬ１筒パルナパリンナトリウム 扶桑薬品 804.00
注 621554801 ユエキンキープ輸液 ２００ｍＬ１袋 光製薬 155.00
注 621554901 ユエキンキープ輸液 ５００ｍＬ１袋 光製薬 155.00
外 620666701 アロビックス外用液５％ ５％１ｍＬ カルプロニウム塩化物 長生堂製薬 11.40 後発品
外 620006402 オペリード０．６眼粘弾剤１％ １％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂 5,220.20 後発品
外 622084101 オペリードＨＶ０．６眼粘弾剤１％ １％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂 3,976.40 後発品
外 620006400 オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ １％０．８５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂 5,419.00
外 620483301 ケンエーＧ浣腸液５０％ ５０％１０ｍＬ グリセリン 健栄製薬 10.10 後発品
外 620483801 ケンエーＧ浣腸液５０％ ５０％３０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 100.10
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外 620484401 ケンエーＧ浣腸液５０％ ５０％４０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 107.70
外 620484701 ケンエーＧ浣腸液５０％ ５０％５０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 107.70
外 620485301 ケンエーＧ浣腸液５０％ ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 107.70
外 620487801 ケンエーＧ浣腸液５０％ ５０％９０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 111.00
外 620486401 ケンエーＧ浣腸液５０％ ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 140.60
外 620487401 ケンエーＧ浣腸液５０％ ５０％１５０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬 166.90
外 620007665 ソルベガクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル久光製薬 19.70 劇 後発品
外 620007667 ソルベガ軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル久光製薬 19.70 劇 後発品
外 620607601 ダイプロセルクリーム０．０６４％ ０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル佐藤製薬 9.50 劇 後発品
外 620606901 ダイプロセル軟膏０．０６４％ ０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル佐藤製薬 9.50 劇 後発品
外 620006470 ネオヨジンガーグル７％ ７％１ｍＬ ポビドンヨード 岩城製薬 2.20 後発品
外 620006471 ネオヨジンゲル１０％ １０％１０ｇ ポビドンヨード 岩城製薬 39.50 後発品
外 660453026 ネオヨジンスクラブ７．５％ ７．５％１０ｍＬ ポビドンヨード 岩城製薬 20.20 後発品
外 622072801 ヒアガード０．６眼粘弾剤１％ １％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本点眼薬 3,976.40 後発品
外 620006488 ヒアロンサン点眼液０．１％ ０．１％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 東亜薬品 229.50 局 後発品
外 622226501 ヒアロンサン点眼液０．３％ ０．３％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 東亜薬品 308.90 局 後発品
外 622229201 プロビスク０．６眼粘弾剤１％ １％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本アルコン 3,976.40 後発品
外 620009071 マハディ外用液０．０５％ ０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル東光薬品 10.20 劇 後発品
外 620004275 ミリカレット点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステルセオリアファーマ 695.40 後発品
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