
20221208追補分

製剤区分 銘柄別コード 告示コード 品名 規格単位 一般名 会社名 薬価 局 ※ 麻 毒向覚 劇 後発品
内 3943001F2361 3943001F2361 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ５０ｍｇ１錠 アロプリノール シオノギファーマ 10.10 局
内 3999031F1051 3999031F1051 イグラチモド錠２５ｍｇ「あゆみ」 ２５ｍｇ１錠 イグラチモド あゆみ製薬 56.10 劇 後発品
内 3999031F1060 3999031F1060 イグラチモド錠２５ｍｇ「ケミファ」 ２５ｍｇ１錠 イグラチモド 日本ケミファ 56.10 劇 後発品
内 2149118F2190 2149118F2190 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＮＩＧ」 １錠 イルベサルタン・アムロジピン

ベシル酸塩
日医工岐阜工場 31.20 局 劇 後発品

内 2149118F1194 2149118F1194 イルアミクス配合錠ＬＤ「ＮＩＧ」 １錠 イルベサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

日医工岐阜工場 27.00 局 劇 後発品

内 1179054F3033 1179054F3033 エスシタロプラムＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 沢井製薬 72.20 劇 後発品
内 1179054F3025 1179054F3025 エスシタロプラムＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 第一三共エスファ 72.20 劇 後発品
内 1179054F3041 1179054F3041 エスシタロプラムＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 東和薬品 72.20 劇 後発品
内 1179054F4030 1179054F4030 エスシタロプラムＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 沢井製薬 107.60 劇 後発品
内 1179054F4021 1179054F4021 エスシタロプラムＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 第一三共エスファ 107.60 劇 後発品
内 1179054F4048 1179054F4048 エスシタロプラムＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 東和薬品 107.60 劇 後発品
内 1179054F1057 1179054F1057 エスシタロプラム錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 沢井製薬 72.20 劇 後発品
内 1179054F1030 1179054F1030 エスシタロプラム錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 日本ジェネリック 72.20 劇 後発品
内 1179054F1065 1179054F1065 エスシタロプラム錠１０ｍｇ「タカタ」 １０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 高田製薬 72.20 劇 後発品
内 1179054F1073 1179054F1073 エスシタロプラム錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 東和薬品 72.20 劇 後発品
内 1179054F1081 1179054F1081 エスシタロプラム錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 日医工 72.20 劇 後発品
内 1179054F1090 1179054F1090 エスシタロプラム錠１０ｍｇ「ニプロ」 １０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 ニプロ 72.20 劇 後発品
内 1179054F1049 1179054F1049 エスシタロプラム錠１０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 １０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 マイランＥＰＤ 72.20 劇 後発品
内 1179054F1103 1179054F1103 エスシタロプラム錠１０ｍｇ「明治」 １０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 Ｍｅｉｊｉ 72.20 劇 後発品
内 1179054F2053 1179054F2053 エスシタロプラム錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 沢井製薬 107.60 劇 後発品
内 1179054F2037 1179054F2037 エスシタロプラム錠２０ｍｇ「ＪＧ」 ２０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 日本ジェネリック 107.60 劇 後発品
内 1179054F2061 1179054F2061 エスシタロプラム錠２０ｍｇ「タカタ」 ２０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 高田製薬 107.60 劇 後発品
内 1179054F2070 1179054F2070 エスシタロプラム錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 東和薬品 107.60 劇 後発品
内 1179054F2088 1179054F2088 エスシタロプラム錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 日医工 107.60 劇 後発品
内 1179054F2096 1179054F2096 エスシタロプラム錠２０ｍｇ「ニプロ」 ２０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 ニプロ 107.60 劇 後発品
内 1179054F2045 1179054F2045 エスシタロプラム錠２０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ２０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 マイランＥＰＤ 107.60 劇 後発品
内 1179054F2100 1179054F2100 エスシタロプラム錠２０ｍｇ「明治」 ２０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 Ｍｅｉｊｉ 107.60 劇 後発品
内 2329029M1051 2329029M1051 エソメプラゾールカプセル１０ｍｇ「杏林」 １０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム

水和物
キョーリンリメディオ 26.80 後発品

内 2329029M1060 2329029M1060 エソメプラゾールカプセル１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

日本ケミファ 26.80 後発品

内 2329029M1078 2329029M1078 エソメプラゾールカプセル１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

沢井製薬 26.80 後発品

内 2329029M1035 2329029M1035 エソメプラゾールカプセル１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

第一三共エスファ 26.80 後発品

内 2329029M1086 2329029M1086 エソメプラゾールカプセル１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

東和薬品 26.80 後発品

内 2329029M1094 2329029M1094 エソメプラゾールカプセル１０ｍｇ「日新」 １０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

日新（山形） 26.80 後発品

内 2329029M1108 2329029M1108 エソメプラゾールカプセル１０ｍｇ「ニプロ」 １０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

ニプロ 26.80 後発品

内 2329029M1043 2329029M1043 エソメプラゾールカプセル１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

陽進堂 26.80 後発品

内 2329029M2058 2329029M2058 エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「杏林」 ２０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

キョーリンリメディオ 46.60 後発品

内 2329029M2066 2329029M2066 エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「ケミファ」 ２０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

日本ケミファ 46.60 後発品

内 2329029M2074 2329029M2074 エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

沢井製薬 46.60 後発品

内 2329029M2031 2329029M2031 エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

第一三共エスファ 46.60 後発品

内 2329029M2082 2329029M2082 エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

東和薬品 46.60 後発品

内 2329029M2090 2329029M2090 エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「日新」 ２０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

日新（山形） 46.60 後発品

内 2329029M2104 2329029M2104 エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「ニプロ」 ２０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム
水和物

ニプロ 46.60 後発品
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内 2329029M2040 2329029M2040 エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「ＹＤ」 ２０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム

水和物
陽進堂 46.60 後発品

内 1179025F2324 1179025F2324 エチゾラム錠１ｍｇ「ＮＩＧ」 １ｍｇ１錠 エチゾラム 日医工岐阜工場 9.80 局 向 後発品
内 3112006F1023 3112006F1023 エディロール錠０．５μｇ ０．５μｇ１錠 エルデカルシトール 中外製薬 40.30 劇
内 3112006F2020 3112006F2020 エディロール錠０．７５μｇ ０．７５μｇ１錠 エルデカルシトール 中外製薬 56.90 劇
内 4490025F4200 4490025F4200 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＩＧ」 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 日医工岐阜工場 10.50 後発品
内 6132005C1266 6132005C1266 セファクロル細粒小児用１０％「ＳＷ」 １００ｍｇ１ｇ セファクロル 沢井製薬 44.30 局
内 6132013C1171 6132013C1171 セフジニル細粒小児用１０％「ＳＷ」 １００ｍｇ１ｇ セフジニル 沢井製薬 47.70 局 後発品
内 1149038G5025 1149038G5025 ツートラム錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 トラマドール塩酸塩 日本臓器 33.30 劇
内 2144009F1182 2144009F1182 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「フェルゼン」 １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩 ダイト 13.80 局 後発品
内 2149113F1086 2149113F1086 テルチア配合錠ＡＰ「ＮＩＧ」 １錠 テルミサルタン・ヒドロクロロ

チアジド
日医工岐阜工場 31.60 局 後発品

内 2149113F2082 2149113F2082 テルチア配合錠ＢＰ「ＮＩＧ」 １錠 テルミサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

日医工岐阜工場 45.10 局 後発品

内 2139011F4065 2139011F4065 トルバプタンＯＤ錠１５ｍｇ「オーツカ」 １５ｍｇ１錠 トルバプタン 大塚製薬工場 747.80 劇 後発品
内 2139011F4049 2139011F4049 トルバプタンＯＤ錠１５ｍｇ「ＫＭＰ」 １５ｍｇ１錠 トルバプタン 共創未来 747.80 劇 後発品
内 2139011F4073 2139011F4073 トルバプタンＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 １５ｍｇ１錠 トルバプタン 沢井製薬 747.80 劇 後発品
内 2139011F4057 2139011F4057 トルバプタンＯＤ錠１５ｍｇ「ＴＥ」 １５ｍｇ１錠 トルバプタン トーアエイヨー 747.80 劇 後発品
内 2139011F4030 2139011F4030 トルバプタンＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １５ｍｇ１錠 トルバプタン 第一三共エスファ 747.80 劇 後発品
内 2139011F4081 2139011F4081 トルバプタンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１錠 トルバプタン 東和薬品 747.80 劇 後発品
内 2139011F4090 2139011F4090 トルバプタンＯＤ錠１５ｍｇ「ニプロ」 １５ｍｇ１錠 トルバプタン ニプロ 747.80 劇 後発品
内 2139011F3077 2139011F3077 トルバプタンＯＤ錠７．５ｍｇ「ＫＭＰ」 ７．５ｍｇ１錠 トルバプタン 共創未来 491.60 劇 後発品
内 2139011F3085 2139011F3085 トルバプタンＯＤ錠７．５ｍｇ「サワイ」 ７．５ｍｇ１錠 トルバプタン 沢井製薬 491.60 劇 後発品
内 2139011F3093 2139011F3093 トルバプタンＯＤ錠７．５ｍｇ「トーワ」 ７．５ｍｇ１錠 トルバプタン 東和薬品 491.60 劇 後発品
内 2139011D1049 2139011D1049 トルバプタン顆粒１％「サワイ」 １％１ｇ トルバプタン 沢井製薬 743.70 劇 後発品
内 2149112F2126 2149112F2126 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ＮＩＧ」 １錠 バルサルタン・ヒドロクロロチ

アジド
日医工岐阜工場 29.40 局 後発品

内 2149112F1120 2149112F1120 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ＮＩＧ」 １錠 バルサルタン・ヒドロクロロチ
アジド

日医工岐阜工場 28.80 局 後発品

内 6113001B1160 6113001B1160 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＮＩＧ」 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩 日医工岐阜工場 909.60
内 2316020B1027 2316020B1027 ビオフェルミン散剤 １ｇ ビフィズス菌 ビオフェルミン 6.30 後発品
内 2189010F2515 2189010F2515 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＮＩＧ」 １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 日医工岐阜工場 19.30 局 後発品
内 6179001F2119 6179001F2119 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＮＩＧ」 ２００ｍｇ１錠 ボリコナゾール 日医工岐阜工場 655.50 局 劇 後発品
内 6179001F1112 6179001F1112 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＮＩＧ」 ５０ｍｇ１錠 ボリコナゾール 日医工岐阜工場 205.80 局 劇 後発品
内 2399009F1190 2399009F1190 メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１錠 メサラジン 東和薬品 18.00 局 後発品
内 2399009F2188 2399009F2188 メサラジン徐放錠５００ｍｇ「トーワ」 ５００ｍｇ１錠 メサラジン 東和薬品 32.60 局 後発品
内 1190016F1059 1190016F1059 ラメルテオン錠８ｍｇ「杏林」 ８ｍｇ１錠 ラメルテオン キョーリンリメディオ 27.90 後発品
内 1190016F1067 1190016F1067 ラメルテオン錠８ｍｇ「サワイ」 ８ｍｇ１錠 ラメルテオン 沢井製薬 27.90 後発品
内 1190016F1040 1190016F1040 ラメルテオン錠８ｍｇ「ＪＧ」 ８ｍｇ１錠 ラメルテオン 日本ジェネリック 27.90 後発品
内 1190016F1075 1190016F1075 ラメルテオン錠８ｍｇ「トーワ」 ８ｍｇ１錠 ラメルテオン 東和薬品 27.90 後発品
内 1190016F1083 1190016F1083 ラメルテオン錠８ｍｇ「日新」 ８ｍｇ１錠 ラメルテオン 日新（山形） 27.90 後発品
注 3999438G1035 3999438G1035 イバンドロン酸静注１ｍｇシリンジ「ＨＫ」 １ｍｇ１ｍＬ１筒 イバンドロン酸ナトリウム水和

物
シオノケミカル 1,947.00 劇 後発品

注 3999438G1051 3999438G1051 イバンドロン酸静注１ｍｇシリンジ「サワイ」 １ｍｇ１ｍＬ１筒 イバンドロン酸ナトリウム水和
物

沢井製薬 1,947.00 劇 後発品

注 3999438G1060 3999438G1060 イバンドロン酸静注１ｍｇシリンジ「トーワ」 １ｍｇ１ｍＬ１筒 イバンドロン酸ナトリウム水和
物

東和薬品 1,947.00 劇 後発品

注 3999438G1043 3999438G1043 イバンドロン酸静注１ｍｇシリンジ「ＶＴＲＳ」 １ｍｇ１ｍＬ１筒 イバンドロン酸ナトリウム水和
物

ブリオファーマ 1,947.00 劇 後発品

注 3999411G1044 3999411G1044 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇシリンジ「ＮＩ
Ｇ」

２０ｍｇ０．５ｍＬ１筒 オザグレルナトリウム 日医工岐阜工場 343.00 局 後発品

注 3999411G2040 3999411G2040 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇシリンジ「ＮＩ
Ｇ」

４０ｍｇ１ｍＬ１筒 オザグレルナトリウム 日医工岐阜工場 635.00 局 後発品

注 3999411G3047 3999411G3047 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇシリンジ「ＮＩ
Ｇ」

８０ｍｇ２ｍＬ１筒 オザグレルナトリウム 日医工岐阜工場 1,358.00 局 後発品

注 6119402D1030 6119402D1030 ダプトマイシン静注用３５０ｍｇ「サワイ」 ３５０ｍｇ１瓶 ダプトマイシン 沢井製薬 4,993.00 後発品
注 3399406D5023 3399406D5023 ノイトロジン注１００μｇ １００μｇ１瓶 レノグラスチム（遺伝子組換

え）
中外製薬 5,145.00
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注 3399406D6020 3399406D6020 ノイトロジン注２５０μｇ ２５０μｇ１瓶 レノグラスチム（遺伝子組換

え）
中外製薬 12,465.00

注 3399406D4027 3399406D4027 ノイトロジン注５０μｇ ５０μｇ１瓶 レノグラスチム（遺伝子組換
え）

中外製薬 2,931.00

注 4291406D6020 4291406D6020 ハーセプチン注射用１５０ １５０ｍｇ１瓶 トラスツズマブ（遺伝子組換
え）

中外製薬 34,608.00

注 4291406D5024 4291406D5024 ハーセプチン注射用６０ ６０ｍｇ１瓶 トラスツズマブ（遺伝子組換
え）

中外製薬 15,028.00

注 4299400D5025 4299400D5025 ピシバニール注射用１ＫＥ １ＫＥ１瓶 溶連菌抽出物 中外製薬 6,069.00 劇
注 4299400D6021 4299400D6021 ピシバニール注射用５ＫＥ ５ＫＥ１瓶 溶連菌抽出物 中外製薬 13,207.00 劇
注 6131403D1276 6131403D1276 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「ＮＩＧ」 １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム 日医工岐阜工場 338.00 局 後発品
注 6131403D2272 6131403D2272 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「ＮＩＧ」 ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム 日医工岐阜工場 592.00 局 後発品
注 2219403A1108 2219403A1108 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「ＳＷ」 ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル 沢井製薬 1,144.00 劇 後発品
注 8219501A1031 8219501A1031 ペチロルファン配合注ＨＤ １ｍＬ１管 ペチジン塩酸塩・レバロルファ

ン酒石酸塩
武田薬品 350.00 麻

注 8219502A1036 8219502A1036 ペチロルファン配合注ＬＤ １ｍＬ１管 ペチジン塩酸塩・レバロルファ
ン酒石酸塩

武田薬品 349.00 麻

注 4219405A1041 4219405A1041 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ／４ｍ
Ｌ「ファイザー」

１００ｍｇ４ｍＬ１瓶 ベンダムスチン塩酸塩水和物 ファイザー 41,356.00 劇 後発品

注 4219405A2030 4219405A2030 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液２５ｍｇ／１ｍＬ
「ファイザー」

２５ｍｇ１ｍＬ１瓶 ベンダムスチン塩酸塩水和物 ファイザー 12,565.00 劇 後発品

注 3999423A5023 3999423A5023 リクラスト点滴静注液５ｍｇ ５ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸水和物 旭化成ファーマ 36,045.00 劇
外 2655712N1039 2655712N1039 ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」 １％１ｇ ルリコナゾール 岩城製薬 18.10 後発品
外 2655712M1033 2655712M1033 ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」 １％１ｇ ルリコナゾール 岩城製薬 18.10 後発品
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