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「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」について

調剤報酬点数表における後発医薬品調剤加算をはじめとする診療報酬上の加算等の算
定対象となる後発医薬品（以下「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」
という。）については、「「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」につ
いて」（平成 22 年３月５日保医発 0305 第 14 号）により周知するとともに、その一覧を
当省のホームページに掲載し、薬価基準に医薬品を収載する際に該当するものがあった
場合に、その一覧を更新しているところである。
平成 24 年度薬価改定を踏まえ、平成 24 年４月１日以降の診療報酬において加算等の

算定対象となる後発医薬品については、別紙１のとおりとするので、保険医療機関、保
険薬局、審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。
また、本リストについては、当省ホームページにて掲載する予定である旨申し添える。

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/index.html）
なお、別紙２に示す後発医薬品については、平成 24 年度薬価改定において、その薬

価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている
ため、平成 24 年４月１日以降は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬
品から除外することとする。
なお、「「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」について」（平成 22

年３月５日保医発 0305 第 14 号）は、平成 24 年３月 31 日限り廃止する。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/index.html




別紙１

区分
薬価基準収
載医薬品

成分名 規格 メーカー名 薬価

内用薬 1124001F1030 エスタゾラム １ｍｇ１錠 エスタゾラム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 7.80
内用薬 1124001F2037 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 12.80
内用薬 1124003C1106 ニトラゼパム １％１ｇ ネルロレン細粒１％ 辰巳化学 6.20
内用薬 1124003F2044 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 チスボン錠５ 鶴原製薬 5.40
内用薬 1124003F2176 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ネルロレン錠「５」 辰巳化学 5.40
内用薬 1124003F2184 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ノイクロニック錠５ 大洋薬品工業 5.40
内用薬 1124003F2249 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.40
内用薬 1124003F2257 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ヒルスカミン錠５ｍｇ イセイ 5.40
内用薬 1124003F2265 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 5.40
内用薬 1124003F3040 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 チスボン錠１０ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1124003F3091 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ネルロレン錠「１０」 辰巳化学 5.60
内用薬 1124003F3156 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 5.60
内用薬 1124007F1038 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ハルラック錠０．１２５ｍｇ 富士薬品 5.60
内用薬 1124007F1046 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 5.60
内用薬 1124007F1054 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 パルレオン錠０．１２５ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 1124007F1062 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ミンザイン錠０．１２５ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 1124007F1070 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 5.60
内用薬 1124007F1089 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 アスコマーナ錠０．１２５ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 1124007F1097 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 5.60
内用薬 1124007F1100 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 5.60
内用薬 1124007F1119 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアラム錠０．１２５ｍｇ 小林化工 5.60
内用薬 1124007F2034 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 アサシオン０．２５ｍｇ錠 長生堂製薬 6.10
内用薬 1124007F2042 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 アスコマーナ錠０．２５ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 1124007F2050 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 カムリトン０．２５ｍｇ錠 寿製薬 5.60
内用薬 1124007F2093 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ネスゲン錠「０．２５」 辰巳化学 5.60
内用薬 1124007F2107 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ハルラック錠０．２５ｍｇ 富士薬品 6.10
内用薬 1124007F2115 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 パルレオン錠０．２５ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 1124007F2158 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 5.60
内用薬 1124007F2166 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ミンザイン錠０．２５ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 1124007F2174 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアラム錠０．２５ｍｇ 小林化工 5.60
内用薬 1124007F2182 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 5.60
内用薬 1124007F2190 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 6.10
内用薬 1124007F2204 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 5.60
内用薬 1124007F2212 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 6.10
内用薬 1124008F1040 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 ビビットエース錠１ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 1124008F1059 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 フルトラース錠１ｍｇ シオノケミカル 5.60
内用薬 1124008F1067 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.60
内用薬 1124008F1075 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 5.60
内用薬 1124008F2047 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.50
内用薬 1124008F2055 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 ビビットエース錠２ｍｇ 辰巳化学 5.70
内用薬 1124008F2063 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 フルトラース錠２ｍｇ シオノケミカル 6.50
内用薬 1124008F2071 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 5.70
内用薬 1124009F1037 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 グッドミン錠０．２５ｍｇ 田辺三菱製薬 11.10
内用薬 1124009F1070 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ノクスタール錠０．２５ｍｇ アルフレッサファー

マ
11.10

内用薬 1124009F1096 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レドルパー錠０．２５ｍｇ 大原薬品工業 8.50
内用薬 1124009F1118 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ロンフルマン錠０．２５ｍｇ 共和薬品工業 6.10
内用薬 1124009F1126 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 アムネゾン錠０．２５ｍｇ 日新製薬（山形） 7.60
内用薬 1124009F1150 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラン錠０．２５ｍｇ 日医工 7.60
内用薬 1124009F1185 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＭ錠０．２５「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 11.10
内用薬 1124009F1193 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 6.10
内用薬 1124009F1207 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロメトン錠０．２５ｍｇ マイラン製薬 11.10
内用薬 1124009F1215 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ゼストロミン錠０．２５ｍｇ 東和薬品 7.60
内用薬 1124009F1231 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ネストローム錠０．２５ｍｇ 辰巳化学 6.10
内用薬 1124009F1240 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ソレントミン錠０．２５ｍｇ 大正薬品工業 6.10
内用薬 1124009F1258 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロゾーム錠０．２５ｍｇ ニプロファーマ 7.60
内用薬 1124009F1266 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レンデム錠０．２５ｍｇ メディサ新薬 11.10
内用薬 1124009F1274 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 7.60
内用薬 1124009F1282 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 6.10
内用薬 1124009F1290 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 6.10
内用薬 1124009F2041 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 7.60
内用薬 1124009F2050 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レンデムＤ錠０．２５ｍｇ メディサ新薬 11.10
内用薬 1124009F2068 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 6.10
内用薬 1124009F3021 ブロチゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ブロゾーム錠０．１２５ｍｇ ニプロファーマ 5.60
内用薬 1124013C1053 オキサゾラム １０％１ｇ ペルサール細粒１０％ イセイ 10.70
内用薬 1124013F2129 オキサゾラム １０ｍｇ１錠 ペルサール錠１０ｍｇ イセイ 5.40
内用薬 1124013F3109 オキサゾラム ２０ｍｇ１錠 ペルサール錠２０ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 1124017B1137 ジアゼパム １％１ｇ ジアゼパム散１％「アメル」 共和薬品工業 6.20
内用薬 1124017B1170 ジアゼパム １％１ｇ パールキット散１％ ニプロファーマ 6.20
内用薬 1124017F2046 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２「サワイ」 沢井製薬 5.60
内用薬 1124017F2054 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 1124017F2089 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアパックス錠２ｍｇ 大鵬薬品工業 5.60
内用薬 1124017F2097 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 セエルカム錠２ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1124017F2100 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 セレナミン錠２ｍｇ 旭化成ファーマ 5.60
内用薬 1124017F2143 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 パールキット錠２ｍｇ ニプロファーマ 5.60
内用薬 1124017F2194 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.60
内用薬 1124017F4065 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠５「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 1124017F4090 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ジアパックス錠５ｍｇ 大鵬薬品工業 5.70
内用薬 1124017F4103 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 セエルカム錠５ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1124017F4111 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 セレナミン錠５ｍｇ 旭化成ファーマ 5.60
内用薬 1124017F4154 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 パールキット錠５ｍｇ ニプロファーマ 5.60
内用薬 1124017F4200 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.60
内用薬 1124017F5045 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 局 セエルカム錠１０ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1124020C1053 ブロマゼパム １％１ｇ セニラン細粒１％ サンド 25.70
内用薬 1124020F2048 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 セニラン錠２ｍｇ サンド 5.60
内用薬 1124020F3036 ブロマゼパム ３ｍｇ１錠 セニラン錠３ｍｇ サンド 6.00
内用薬 1124020F4040 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 セニラン錠５ｍｇ サンド 8.30
内用薬 1124021C1031 メダゼパム １％１ｇ パムネース細粒 東邦新薬 6.20
内用薬 1124022F1075 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ユーパン錠０．５ｍｇ 沢井製薬 5.00
内用薬 1124022F2101 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ユーパン錠１．０ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 1124023F1053 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 メデポリン錠０．４ メディサ新薬 5.60
内用薬 1124023F1088 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 アゾリタン錠０．４ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 1124023F1096 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 カームダン錠０．４ｍｇ 共和薬品工業 5.60
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内用薬 1124023F1100 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 1124023F2041 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 カームダン錠０．８ｍｇ 共和薬品工業 8.60
内用薬 1124023F2050 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 8.60
内用薬 1124023F2068 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 メデポリン錠０．８ メディサ新薬 8.60
内用薬 1124026C1093 トフィソパム １０％１ｇ ツルベール細粒１０％ 鶴原製薬 9.60
内用薬 1124026C1107 トフィソパム １０％１ｇ トフィソパム細粒１０％「ＣＨ」 長生堂製薬 9.60
内用薬 1124026F1030 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 エマンダキシン錠５０ｍｇ 長生堂製薬 5.60
内用薬 1124026F1049 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 クラソパン錠５０ｍｇ 日本ジェネリック 5.60
内用薬 1124026F1111 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィルシン錠５０ シオノケミカル 5.60
内用薬 1124026F1120 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トルバナシン錠５０ 大正薬品工業 5.60
内用薬 1124026F1219 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 グランパム錠５０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 1124026F1227 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 ハイミジン錠５０ｍｇ ニプロジェネファ 5.60
内用薬 1124026F1235 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トロンヘイム錠５０ｍｇ 日医工ファーマ 5.60
内用薬 1124026F1243 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 バイダキシン錠５０ｍｇ ナガセ医薬品 7.60
内用薬 1124026F1251 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィス錠５０ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 1124026F1260 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 マイロニン錠５０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
5.60

内用薬 1124026F1278 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 コバンダキシン錠５０ｍｇ 小林化工 6.10
内用薬 1124026F1286 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィール錠５０ｍｇ 大原薬品工業 5.60
内用薬 1124029F1042 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 スカルナーゼ錠１ｍｇ 東和薬品 7.50
内用薬 1124029F1050 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 メデタックス錠１ 沢井製薬 9.20
内用薬 1124029F1069 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロンラックス錠１ｍｇ シオノケミカル 7.50
内用薬 1124029F1085 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ジメトックス錠１ 日医工ファーマ 7.50
内用薬 1124029F2049 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 メデタックス錠２ 沢井製薬 14.80
内用薬 1124029F2057 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ロンラックス錠２ｍｇ シオノケミカル 10.30
内用薬 1124029F2073 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ジメトックス錠２ 日医工ファーマ 10.30
内用薬 1124029F2081 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 スカルナーゼ錠２ｍｇ 東和薬品 9.20
内用薬 1124030F1037 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山形） 62.70
内用薬 1124030F1045 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 46.70
内用薬 1124030F1053 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 50.10
内用薬 1124030F1061 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 69.10
内用薬 1124030F1070 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 62.70
内用薬 1124030F1088 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 50.10
内用薬 1124030F2033 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山形） 73.40
内用薬 1124030F2041 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 57.60
内用薬 1124030F2050 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 79.10
内用薬 1124030F2068 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 61.70
内用薬 1124030F2076 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 61.70
内用薬 1124030F2084 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 73.40
内用薬 1129006F1030 リルマザホン塩酸塩水和物 １ｍｇ１錠 塩酸リルマザホン錠１「ＭＥＥＫ」 小林化工 12.50
内用薬 1129006F2036 リルマザホン塩酸塩水和物 ２ｍｇ１錠 塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 20.10
内用薬 1129007F1034 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 アモバンテス錠７．５ 小林化工 9.90
内用薬 1129007F1042 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクール錠７．５ 沢井製薬 9.90
内用薬 1129007F1069 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 スローハイム錠７．５ 共和薬品工業 6.80
内用薬 1129007F1077 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ドパリール錠７．５ キョーリンリメディ

オ
7.60

内用薬 1129007F1085 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 メトローム錠７．５ 辰巳化学 7.60
内用薬 1129007F1107 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 7.60
内用薬 1129007F2030 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクール錠１０ 沢井製薬 11.00
内用薬 1129007F2049 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 スローハイム錠１０ 共和薬品工業 7.80
内用薬 1129007F2057 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ドパリール錠１０ キョーリンリメディ

オ
7.80

内用薬 1129007F2065 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 メトローム錠１０ 辰巳化学 7.80
内用薬 1129007F2073 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 7.80
内用薬 1129007F2081 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 アモバンテス錠１０ 小林化工 11.00
内用薬 1129008F1047 タンドスピロンクエン酸塩 ５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 12.20
内用薬 1129008F1055 タンドスピロンクエン酸塩 ５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 11.50
内用薬 1129008F1063 タンドスピロンクエン酸塩 ５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 12.20
内用薬 1129008F1071 タンドスピロンクエン酸塩 ５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 12.20
内用薬 1129008F2043 タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 21.60

内用薬 1129008F2051 タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 19.90

内用薬 1129008F2060 タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 19.90

内用薬 1129008F2078 タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 21.60

内用薬 1129008F3031 タンドスピロンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 39.30

内用薬 1129008F3040 タンドスピロンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 39.30

内用薬 1129008F3058 タンドスピロンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 35.90

内用薬 1129008F3066 タンドスピロンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 35.90

内用薬 1139002C1058 カルバマゼピン ５０％１ｇ レキシン５０％細粒 藤永製薬 21.50
内用薬 1139002C1066 カルバマゼピン ５０％１ｇ カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 14.20
内用薬 1139002F1070 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 7.30
内用薬 1139002F1097 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 レキシン錠２００ｍｇ 藤永製薬 8.80
内用薬 1139002F2034 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 レキシン錠１００ｍｇ 藤永製薬 5.60
内用薬 1139002F2042 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.60
内用薬 1139004C1049 バルプロ酸ナトリウム ２０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム細粒２０％「ＥＭＥＣ」 小林化工 12.10
内用薬 1139004C1065 バルプロ酸ナトリウム ２０％１ｇ ハイセレニン細粒２０％ ＭＳＤ 16.20
内用薬 1139004C2070 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 小林化工 18.10
内用薬 1139004D1044 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ エピレナート徐放顆粒４０％ 藤永製薬 27.30
内用薬 1139004D1060 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ バルプラム徐放顆粒４０％ アイロム製薬 27.30
内用薬 1139004F1045 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 バレリン錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 9.10
内用薬 1139004F1053 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 ハイセレニン錠１００ｍｇ ＭＳＤ 9.10
内用薬 1139004F1061 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 エピレナート錠１００ｍｇ 藤永製薬 9.10
内用薬 1139004F1070 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 サノテン錠１００ｍｇ 辰巳化学 5.80
内用薬 1139004F1088 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 バルプロ酸ナトリウム錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.10
内用薬 1139004F2106 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 バレリン錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 12.20
内用薬 1139004F2130 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 エピレナート錠２００ｍｇ 藤永製薬 11.10
内用薬 1139004F2149 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 サノテン錠２００ｍｇ 辰巳化学 5.80
内用薬 1139004F2157 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 ハイセレニン錠２００ｍｇ ＭＳＤ 12.20
内用薬 1139004F2165 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.10
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内用薬 1139004G1032 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルデケンＲ錠１００ｍｇ 東和薬品 8.10
内用薬 1139004G2047 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルデケンＲ錠２００ｍｇ 東和薬品 12.70
内用薬 1139004G2055 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠２００ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 12.70

内用薬 1139004Q1070 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 エピレナートシロップ５％ 藤永製薬 6.50
内用薬 1139004Q1089 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 バレリンシロップ５％ 大日本住友製薬 7.70
内用薬 1139004Q1097 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 セレブシロップ５％ 日医工ファーマ 6.50
内用薬 1139005B1030 ゾニサミド ２０％１ｇ エクセミド散２０％ 共和薬品工業 39.90
内用薬 1139005F1031 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 エクセミド錠１００ｍｇ 共和薬品工業 20.90
内用薬 1141005M2078 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル バファメリチンＭ「カプセル」２５０ ニプロファーマ 5.40
内用薬 1141005M2213 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル マイカサールカプセル２５０ｍｇ 東和薬品 5.40
内用薬 1141005M2221 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル ノイリトールカプセル２５０ｍｇ イセイ 5.40
内用薬 1141005M2230 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル メフェナム酸カプセル２５０ｍｇ「昭和」 昭和薬品化工 5.40
内用薬 1141007C1075 アセトアミノフェン ２０％１ｇ カロナール細粒２０％ 昭和薬品化工 8.80
内用薬 1141007C1083 アセトアミノフェン ２０％１ｇ サールツー細粒２０％ 東和薬品 6.20
内用薬 1141007C1091 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％「ＮＰ」 ニプロファーマ 6.20
内用薬 1141007C1105 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％（ＴＹＫ） 大正薬品工業 6.20
内用薬 1141007C1113 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％「タツミ」 辰巳化学 6.20
内用薬 1141007C1121 アセトアミノフェン ２０％１ｇ カルジール細粒２０％ 大洋薬品工業 6.20
内用薬 1141007C1130 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アニルーメ細粒２０％ 長生堂製薬 6.20
内用薬 1141007C2020 アセトアミノフェン ５０％１ｇ カロナール細粒５０％ 昭和薬品化工 10.30
内用薬 1141007F1039 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 カルジール錠２００ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 1141007F1047 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アニルーメ錠２００ｍｇ 長生堂製薬 5.60
内用薬 1141007F1055 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ（ＴＹＫ） 大正薬品工業 5.60
内用薬 1141007F1063 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 カロナール錠２００ 昭和薬品化工 8.60
内用薬 1141007F1071 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 コカール錠２００ｍｇ 三和化学研究所 7.00
内用薬 1141007F1080 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 5.60
内用薬 1141007F1110 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００「タツミ」 辰巳化学 5.80
内用薬 1141007F1136 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アトミフェン錠２００ 高田製薬 6.20
内用薬 1141007F1144 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 サールツー錠２００ｍｇ 東和薬品 6.20
内用薬 1141007F2027 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 カロナール錠３００ 昭和薬品化工 9.30
内用薬 1141007F2035 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 アニルーメ錠３００ｍｇ 長生堂製薬 5.60
内用薬 1141007Q1030 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ カルジール小児用シロップ２％ 大洋薬品工業 4.60
内用薬 1141007Q1048 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ カロナールシロップ２％ 昭和薬品化工 4.60
内用薬 1141007Q1056 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ サールツーシロップ小児用２％ 東和薬品 4.60
内用薬 1141007R1027 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アトミフェンドライシロップ２０％ 高田製薬 10.10
内用薬 1141007R1035 アセトアミノフェン ２０％１ｇ ナパドライシロップ２０％ マイラン製薬 10.70
内用薬 1141007R1043 アセトアミノフェン ２０％１ｇ コカール小児用ドライシロップ２０％ 三和化学研究所 10.10
内用薬 1141007R1051 アセトアミノフェン ２０％１ｇ サールツードライシロップ小児用２０％ 東和薬品 10.10
内用薬 1141007R2023 アセトアミノフェン ４０％１ｇ コカールドライシロップ４０％ 三和化学研究所 12.70
内用薬 1143007X1020 サリチルアミド １ｇ サリチルアミド「イワキ」 岩城製薬 6.20
内用薬 1143010F2058 アスピリン・ダイアルミネー

ト
３３０ｍｇ１錠 イスキア配合錠Ａ３３０ シオノケミカル 5.60

内用薬 1143010F2066 アスピリン・ダイアルミネー
ト

３３０ｍｇ１錠 バッサミン配合錠Ａ３３０ 大洋薬品工業 5.60

内用薬 1145002N1145 インドメタシン ２５ｍｇ１カプセル インテバンＳＰ２５ 大日本住友製薬 8.60
内用薬 1145002N2087 インドメタシン ３７．５ｍｇ１カプセル インテバンＳＰ３７．５ 大日本住友製薬 12.20
内用薬 1147002F1471 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 アデフロニック錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 1147002F1480 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ソレルモン錠２５ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 1147002F1498 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 イリナトロン錠２５ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 1147002F1510 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ダイスパス錠２５ｍｇ ダイト 5.60
内用薬 1147002F1536 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 フェナシドン錠２５ｍｇ ニプロジェネファ 5.60
内用薬 1147002F1544 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ブレシン錠２５ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 1147002F1552 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ボラボミン錠２５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1147002F1579 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ボルマゲン錠２５ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 1147002F1587 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 チカタレン錠２５ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 1147002F1595 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ヨウフェナック錠２５ｍｇ 陽進堂 5.60
内用薬 1147002F1609 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 サンナックス錠２５ｍｇ 三恵薬品 5.60
内用薬 1147002G1035 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａＳＲ錠３７．５ｍｇ「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 7.60

内用薬 1147002M1047 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１カプセル プロフェナチンカプセル２５ｍｇ ニプロファーマ 5.60
内用薬 1147002N1131 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル サビスミンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 全星薬品工業 8.70
内用薬 1147002N1158 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル ソレルモンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 東和薬品 7.70
内用薬 1147002N1166 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル ダイスパスＳＲカプセル３７．５ｍｇ ダイト 8.70
内用薬 1147002N1182 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル ジクロフェナクナトリウムＳＲカプセル３７．５

ｍｇ「オーハラ」
大原薬品工業 7.70

内用薬 1148003F2046 エピリゾール １００ｍｇ１錠 カルマーテ１００ 東邦新薬 7.10
内用薬 1148004F1036 エモルファゾン １００ｍｇ１錠 局 セラピエース錠１００ 大原薬品工業 6.20
内用薬 1148004F2032 エモルファゾン ２００ｍｇ１錠 局 セラピエース錠２００ 大原薬品工業 8.90
内用薬 1149001D1152 イブプロフェン ２０％１ｇ イブプロフェン顆粒２０％「タツミ」 辰巳化学 6.20
内用薬 1149001D1179 イブプロフェン ２０％１ｇ ランデールン顆粒２０％ 鶴原製薬 6.20
内用薬 1149001F1226 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 サブヘロン１００ 東邦新薬 5.00
内用薬 1149001F1463 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タツミ」 辰巳化学 5.00
内用薬 1149001F1480 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.00
内用薬 1149001F2192 イブプロフェン ２００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 7.80
内用薬 1149001F2206 イブプロフェン ２００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠２００ｍｇ「タツミ」 辰巳化学 6.60
内用薬 1149010F1101 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 プランドフェン錠７５ｍｇ ニプロファーマ 7.50
内用薬 1149010F1110 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 ルポック錠７５ｍｇ キョーリンリメディ

オ
8.20

内用薬 1149010F1128 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 プラノプロフェン錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 7.50
内用薬 1149010M1160 プラノプロフェン ７５ｍｇ１カプセル プラノプロフェンカプセル７５ｍｇ「日医工」 日医工 8.20
内用薬 1149010Q1056 プラノプロフェン １．５％１ｍＬ プラノプロフェン液１．５％ＭＥＥＫ 小林化工 6.40
内用薬 1149010Q1064 プラノプロフェン １．５％１ｍＬ プランサスシロップ１．５％ 久光製薬 8.80
内用薬 1149010Q1072 プラノプロフェン １．５％１ｍＬ ニフランシロップ１．５％ 同仁医薬化工 8.80
内用薬 1149011F1084 フルルビプロフェン ４０ｍｇ１錠 アップノン錠４０ｍｇ イセイ 6.10
内用薬 1149017M1048 ピロキシカム １０ｍｇ１カプセル パルパシンカプセル１０ 東和薬品 5.60
内用薬 1149017M1056 ピロキシカム １０ｍｇ１カプセル ピオパールカプセル１０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1149017M2087 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル パルパシンカプセル２０ 東和薬品 5.60
内用薬 1149017M2176 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル ピオパールカプセル２０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1149019C1084 ロキソプロフェンナトリウム

水和物
１０％１ｇ ケンタン細粒１０％ メディサ新薬 14.20

内用薬 1149019C1092 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０％１ｇ ロゼオール細粒１０％ 辰巳化学 14.20

内用薬 1149019C1106 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０％１ｇ リンゲリーズ細粒１０％ 陽進堂 10.60
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内用薬 1149019C1114 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０％１ｇ ポナペルト細粒１０％ ビオメディクス 10.60

内用薬 1149019C1122 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム細粒１０％「ＣＨ」 長生堂製薬 12.60

内用薬 1149019C1130 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０％１ｇ ロルフェナミン細粒１０％ 日医工 16.00

内用薬 1149019F1110 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 コバソニン錠 日医工ファーマ 5.60

内用薬 1149019F1170 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ノブフェン錠６０ｍｇ サンド 7.80

内用薬 1149019F1200 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 レトラック錠６０ｍｇ 三和化学研究所 6.10

内用薬 1149019F1242 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキフェン錠６０ｍｇ 龍角散 5.60

内用薬 1149019F1277 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキペイン錠６０ｍｇ 共和薬品工業 5.60

内用薬 1149019F1374 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠「クニヒロ」６０
ｍｇ

皇漢堂製薬 5.60

内用薬 1149019F1382 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソマリン錠６０ｍｇ 大正薬品工業 5.60

内用薬 1149019F1390 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 カンファタニン錠６０ｍｇ 東和薬品 6.10

内用薬 1149019F1404 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ウナスチン錠６０ｍｇ マイラン製薬 9.60

内用薬 1149019F1412 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ケンタン錠６０ｍｇ メディサ新薬 6.10

内用薬 1149019F1420 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 5.60

内用薬 1149019F1439 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロゼオール錠６０ｍｇ 辰巳化学 5.60

内用薬 1149019F1447 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロルフェナミン錠６０ｍｇ 日医工 5.60

内用薬 1149019F1455 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 オキミナス錠６０ｍｇ 日本薬品工業 6.10

内用薬 1149019F1463 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 コバロキニン錠６０ｍｇ 小林化工 5.60

内用薬 1149019F1471 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ツルメリン錠６０ｍｇ 鶴原製薬 5.60

内用薬 1149019F1480 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 7.80

内用薬 1149019F1498 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 5.60

内用薬 1149019F1501 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキプロナール錠６０ｍｇ 寿製薬 6.10

内用薬 1149019F1510 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 サンロキソ錠６０ｍｇ 三恵薬品 7.80

内用薬 1149019F1528 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 スリノフェン錠６０ｍｇ あすか製薬 9.60

内用薬 1149019F1536 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 リンゲリーズ錠６０ｍｇ 陽進堂 7.80

内用薬 1149019F1544 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロブ錠６０ｍｇ 大原薬品工業 6.10

内用薬 1149019F1552 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソート錠６０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60

内用薬 1149019F1579 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「クニヒ
ロ」

皇漢堂製薬 5.60

内用薬 1149019S1020 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

０．６％１ｍＬ オロロックス内服液６０ｍｇ 日医工ファーマ 2.60

内用薬 1149021F2017 テノキシカム ２０ｍｇ１錠 テノキシカム２０ｍｇ錠 7.40
内用薬 1149025F1051 チアプロフェン酸 １００ｍｇ１錠 チオガム錠１００ｍｇ 小林化工 5.60
内用薬 1149025F2074 チアプロフェン酸 ２００ｍｇ１錠 チオガム錠２００ｍｇ 小林化工 9.20
内用薬 1149026F2010 オキサプロジン ２００ｍｇ１錠 オキサプロジン２００ｍｇ錠 5.80
内用薬 1149029F1041 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザトフェロン錠８０ 沢井製薬 11.50
内用薬 1149029F1076 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザルトプロフェン錠８０「タツミ」 辰巳化学 9.60
内用薬 1149029F1084 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ソルイルビン錠８０ 大洋薬品工業 11.50
内用薬 1149029F1106 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ソレング錠８０ キョーリンリメディ

オ
11.50

内用薬 1149029F1114 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ペレトン錠８０ｍｇ 東和薬品 11.50
内用薬 1149029F1122 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ボルビット錠８０ｍｇ 陽進堂 11.50
内用薬 1149029F1130 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「日医工」 日医工 11.50
内用薬 1149030M1035 アンピロキシカム １３．５ｍｇ１カプセル アンピロームカプセル１３．５ｍｇ 東和薬品 23.10
内用薬 1149030M2031 アンピロキシカム ２７ｍｇ１カプセル アンピロームカプセル２７ｍｇ 東和薬品 29.20
内用薬 1149031F1049 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００「ＴＣＫ」 辰巳化学 36.30
内用薬 1149031F1057 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 31.20
内用薬 1149031F1065 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 41.10
内用薬 1149031F1073 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 36.30
内用薬 1149031F1090 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 36.30
内用薬 1149032F1043 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 8.80
内用薬 1149032F1051 エトドラク １００ｍｇ１錠 ニコナス錠１００ｍｇ 大原薬品工業 10.50
内用薬 1149032F1060 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 8.80
内用薬 1149032F1078 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11.50
内用薬 1149032F1086 エトドラク １００ｍｇ１錠 オスペイン錠１００ｍｇ 日医工 10.50
内用薬 1149032F1094 エトドラク １００ｍｇ１錠 ライペック錠１００ 沢井製薬 10.50
内用薬 1149032F1108 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００「ＫＮ」 小林化工 8.80
内用薬 1149032F1116 エトドラク １００ｍｇ１錠 パイペラック錠１００ｍｇ 大正薬品工業 8.80
内用薬 1149032F2040 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ニコナス錠２００ｍｇ 大原薬品工業 14.40
内用薬 1149032F2058 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００「ＫＮ」 小林化工 12.20
内用薬 1149032F2066 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ライペック錠２００ 沢井製薬 14.40
内用薬 1149032F2074 エトドラク ２００ｍｇ１錠 パイペラック錠２００ｍｇ 大正薬品工業 12.20
内用薬 1149032F2104 エトドラク ２００ｍｇ１錠 オスペイン錠２００ 日医工 14.40
内用薬 1149032F2139 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 16.60
内用薬 1149032F2147 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 12.20
内用薬 1149032F2155 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 12.20
内用薬 1149035F1039 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ダイト 25.90
内用薬 1149035F1047 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 16.80
内用薬 1149035F1055 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 19.80
内用薬 1149035F1063 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 23.50
内用薬 1149035F1080 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 16.80
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内用薬 1149035F1098 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 21.40
内用薬 1149035F1101 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 21.40
内用薬 1149035F1110 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 25.90
内用薬 1149035F1128 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 23.50
内用薬 1149035F1136 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 25.90
内用薬 1149035F1144 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 25.90
内用薬 1149035F1152 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 23.50
内用薬 1149035F1160 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 25.90
内用薬 1149035F1179 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 27.60
内用薬 1149035F1187 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 25.90
内用薬 1149035F1195 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 23.50
内用薬 1149035F1209 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ユートク」 大興製薬 27.60
内用薬 1149035F1217 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム速崩錠５ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 29.20
内用薬 1149035F1225 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 16.80
内用薬 1149035F2035 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ダイト 38.40
内用薬 1149035F2043 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 32.80
内用薬 1149035F2051 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 29.50
内用薬 1149035F2060 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 38.40
内用薬 1149035F2086 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 29.50
内用薬 1149035F2094 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 35.70
内用薬 1149035F2108 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 29.50
内用薬 1149035F2116 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 38.40
内用薬 1149035F2124 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 38.40
内用薬 1149035F2132 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 38.40
内用薬 1149035F2140 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 40.80
内用薬 1149035F2159 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 38.40
内用薬 1149035F2167 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 35.70
内用薬 1149035F2175 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 44.40
内用薬 1149035F2183 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 38.40
内用薬 1149035F2191 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 38.40
内用薬 1149035F2205 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ユートク」 大興製薬 40.80
内用薬 1149035F2213 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム速崩錠１０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 44.40
内用薬 1149035F2221 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 27.30
内用薬 1161001B1032 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ ボイダン散１０％ イセイ 6.10
内用薬 1161001C1011 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ アマンタジン塩酸塩１０％細粒 9.50
内用薬 1161001F1018 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩５０ｍｇ錠 5.60
内用薬 1161001F1034 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマゾロン錠５０ 沢井製薬 6.40
内用薬 1161001F2014 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩１００ｍｇ錠 5.60
内用薬 1161001F2030 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アマゾロン錠１００ 沢井製薬 11.60
内用薬 1162001B1030 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ タスモリン散１％ 田辺三菱製薬 20.70
内用薬 1162001C1035 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ アキリデン細粒１％ 共和薬品工業 17.20
内用薬 1162001F1040 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 アキリデン錠１ｍｇ 共和薬品工業 5.40
内用薬 1162001F1058 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 タスモリン錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 5.60
内用薬 1162001F2038 ビペリデン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ビカモール錠２ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 1169002B1086 トリヘキシフェニジル塩酸塩 １％１ｇ ピラミスチン散１％ アステラス製薬 19.80
内用薬 1169002B1094 トリヘキシフェニジル塩酸塩 １％１ｇ パキソナール散１％ 高田製薬 6.20
内用薬 1169005F1014 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチンメシル酸塩２．５ｍｇ錠 19.20
内用薬 1169005F1189 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 パロラクチン錠２．５ｍｇ 富士製薬工業 29.30
内用薬 1169005F1197 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アップノールＢ錠２．５ｍｇ 高田製薬 70.10
内用薬 1169005F1235 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 パドパリン錠２．５ｍｇ 寿製薬 48.60
内用薬 1169005F1243 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 パーロミン錠２．５ｍｇ ダイト 48.60
内用薬 1169006C1055 ドロキシドパ ２０％１ｇ 局 ドロキシドパ細粒２０％「マイラン」 マイラン製薬 90.80
内用薬 1169006M1034 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル 局 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 50.00
内用薬 1169006M1042 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル 局 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「日医工」 日医工 50.00
内用薬 1169006M1077 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル 局 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 47.10
内用薬 1169006M2030 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル 局 ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 88.00
内用薬 1169006M2049 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル 局 ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「日医工」 日医工 96.30
内用薬 1169006M2073 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル 局 ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 88.00
内用薬 1169008D1025 ペルゴリドメシル酸塩 ０．０２５％１ｇ ペルゴリン顆粒０．０２５％ ダイト 124.90
内用薬 1169008F1034 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠 ベセラール錠５０μｇ 大洋薬品工業 36.30
内用薬 1169008F1050 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠５０μｇ「アメル」 共和薬品工業 23.00
内用薬 1169008F1069 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠 ペルゴリド錠５０μｇ「サワイ」 沢井製薬 26.10
内用薬 1169008F1077 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠５０μｇ「マイラン」 マイラン製薬 29.80
内用薬 1169008F2030 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 ベセラール錠２５０μｇ 大洋薬品工業 141.70
内用薬 1169008F2057 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠２５０μｇ「アメル」 共和薬品工業 109.90
内用薬 1169008F2065 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 ペルゴリド錠２５０μｇ「サワイ」 沢井製薬 109.90
内用薬 1169008F2073 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠２５０μｇ「マイラン」 マイラン製薬 118.20
内用薬 1169010F1031 セレギリン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 228.10
内用薬 1169010F1040 セレギリン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 182.90
内用薬 1169010F1058 セレギリン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 193.70
内用薬 1169011F1036 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 56.00
内用薬 1169011F1044 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 53.10
内用薬 1169011F1052 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 60.80
内用薬 1169011F1060 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 53.10
内用薬 1169011F1079 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 56.00
内用薬 1169011F1095 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 53.10
内用薬 1169011F1109 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 56.00
内用薬 1169011F2032 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 174.20
内用薬 1169011F2040 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 174.20
内用薬 1169011F2059 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 201.10
内用薬 1169011F2067 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 201.10
内用薬 1169011F2075 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「日医工」 日医工 185.00
内用薬 1169011F2091 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 185.00
内用薬 1169011F2105 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 185.00
内用薬 1169101F1090 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 レプリントン錠１００ｍｇ 辰巳化学 10.80
内用薬 1169101F1111 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール錠１００ｍｇ ダイト 14.20
内用薬 1169101F1138 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 パーキストン配合錠Ｌ１００ 小林化工 10.80
内用薬 1169101F1154 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 カルコーパ配合錠Ｌ１００ 共和薬品工業 14.20
内用薬 1169101F2061 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 カルコーパ配合錠Ｌ２５０ 共和薬品工業 30.60
内用薬 1169101F2070 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ２５０ ダイト 30.60
内用薬 1169101F2088 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 パーキストン配合錠Ｌ２５０ 小林化工 28.70
内用薬 1169101F2096 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 レプリントン配合錠Ｌ２５０ 辰巳化学 28.70
内用薬 1169101F3025 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール錠５０ｍｇ ダイト 7.00
内用薬 1172014C1063 レボメプロマジンマレイン酸 １０％１ｇ ソフミン細粒１０％ 共和薬品工業 8.70
内用薬 1172014F2023 レボメプロマジンマレイン酸 ２５ｍｇ１錠 ソフミン錠２５ｍｇ 共和薬品工業 5.60
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内用薬 1172014F2147 レボメプロマジンマレイン酸 ２５ｍｇ１錠 レボホルテ錠２５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1172014F3020 レボメプロマジンマレイン酸 ５０ｍｇ１錠 ソフミン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 1179008F1030 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 クロンモリン錠１０ｍｇ 高田製薬 7.40
内用薬 1179008F1049 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ノイオミール錠１０ｍｇ 共和薬品工業 6.90
内用薬 1179008F1073 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マプロミール錠１０ｍｇ 小林化工 5.90
内用薬 1179008F2037 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 クロンモリン錠２５ｍｇ 高田製薬 18.40
内用薬 1179008F2045 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ノイオミール錠２５ｍｇ 共和薬品工業 14.70
内用薬 1179008F2061 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 マプロミール錠２５ｍｇ 小林化工 11.90
内用薬 1179008F3033 マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 クロンモリン錠５０ｍｇ 高田製薬 33.10
内用薬 1179008F3041 マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ノイオミール錠５０ｍｇ 共和薬品工業 27.00
内用薬 1179008F3050 マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 マプロミール錠５０ｍｇ 小林化工 21.30
内用薬 1179012F1029 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 イソクリン糖衣錠５ 沢井製薬 5.60
内用薬 1179012F1053 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 リリフター錠５ 日医工ファーマ 5.60
内用薬 1179012F1070 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 ナオリーゼ錠５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1179012F1134 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 1179012F2041 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 イソクリン錠１０ｍｇ 沢井製薬 9.30
内用薬 1179012F2050 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 9.90
内用薬 1179012F2068 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 リリフター錠１０ 日医工ファーマ 9.30
内用薬 1179012F2076 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 ナオリーゼ錠１０ｍｇ 鶴原製薬 9.30
内用薬 1179016F1094 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ（ＴＹＫ） 大正薬品工業 6.30
内用薬 1179016F1159 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.30
内用薬 1179016F1167 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ベタマック錠１００ｍｇ 沢井製薬 6.30
内用薬 1179016F1183 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.30
内用薬 1179016F2066 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ（ＴＹＫ） 大正薬品工業 6.50
内用薬 1179016F2120 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 7.20
内用薬 1179016F2139 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 ベタマック錠２００ｍｇ 沢井製薬 7.90
内用薬 1179016F2155 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.50
内用薬 1179017F1030 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 リチオマール錠１００ｍｇ 藤永製薬 10.30
内用薬 1179017F1048 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠１００「ヨシトミ」 全星薬品工業 6.20
内用薬 1179017F1064 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.20
内用薬 1179017F2036 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リチオマール錠２００ｍｇ 藤永製薬 16.30
内用薬 1179017F2044 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 全星薬品工業 9.40
内用薬 1179017F2060 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 8.60
内用薬 1179019F1063 ヒドロキシジンパモ酸塩 ２５ｍｇ１錠 ハタナジン錠２５ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 1179020C1019 ハロペリドール １％１ｇ 局 ハロペリドール細粒 6.20
内用薬 1179020C1183 ハロペリドール １％１ｇ リントン細粒１％ 田辺三菱製薬 14.60
内用薬 1179020C1230 ハロペリドール １％１ｇ ハロステン細粒１％ 塩野義製薬 16.30
内用薬 1179020C1264 ハロペリドール １％１ｇ ハロペリドール細粒１％「マイラン」 マイラン製薬 11.90
内用薬 1179020F1180 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 リントン錠（０．７５ｍｇ） 田辺三菱製薬 5.90
内用薬 1179020F1198 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 レモナミン錠０．７５ｍｇ 共和薬品工業 5.90
内用薬 1179020F1236 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 5.90
内用薬 1179020F2046 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロステン錠１ｍｇ 塩野義製薬 6.00
内用薬 1179020F2089 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 レモナミン錠１ｍｇ 共和薬品工業 5.90
内用薬 1179020F2097 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 5.90
内用薬 1179020F3239 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 リントン錠（１．５ｍｇ） 田辺三菱製薬 6.00
内用薬 1179020F3247 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 レモナミン錠１．５ｍｇ 共和薬品工業 6.00
内用薬 1179020F3271 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 6.00
内用薬 1179020F3280 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 6.00
内用薬 1179020F4030 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 ハロステン錠２ｍｇ 塩野義製薬 6.00
内用薬 1179020F4057 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 リントン錠（２ｍｇ） 田辺三菱製薬 6.00
内用薬 1179020F4065 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 レモナミン錠２ｍｇ 共和薬品工業 6.10
内用薬 1179020F5100 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 リントン錠（３ｍｇ） 田辺三菱製薬 6.30
内用薬 1179020F5118 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 レモナミン錠３ｍｇ 共和薬品工業 6.30
内用薬 1179020F5134 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠３ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 6.30
内用薬 1179023F1035 ペモリン １０ｍｇ１錠 ベタナミン錠１０ｍｇ 三和化学研究所 13.70
内用薬 1179023F2023 ペモリン ２５ｍｇ１錠 ベタナミン錠２５ｍｇ 三和化学研究所 31.50
内用薬 1179023F3020 ペモリン ５０ｍｇ１錠 ベタナミン錠５０ｍｇ 三和化学研究所 60.20
内用薬 1179024C1050 ゾテピン １０％１ｇ メジャピン細粒１０％ 共和薬品工業 29.50
内用薬 1179024C1068 ゾテピン １０％１ｇ ロシゾピロン細粒１０％ 長生堂製薬 24.30
内用薬 1179024C1076 ゾテピン １０％１ｇ セトウス細粒１０％ 高田製薬 49.90
内用薬 1179024C2030 ゾテピン ５０％１ｇ セトウス細粒５０％ 高田製薬 179.70
内用薬 1179024C2048 ゾテピン ５０％１ｇ メジャピン細粒５０％ 共和薬品工業 111.10
内用薬 1179024C2056 ゾテピン ５０％１ｇ ロシゾピロン細粒５０％ 長生堂製薬 89.10
内用薬 1179024F1021 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 セトウス錠２５ｍｇ 高田製薬 14.80
内用薬 1179024F1056 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠２５ｍｇ 長生堂製薬 7.10
内用薬 1179024F1064 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 メジャピン錠２５ｍｇ 共和薬品工業 7.10
内用薬 1179024F2028 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 セトウス錠５０ｍｇ 高田製薬 24.50
内用薬 1179024F2052 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 メジャピン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 12.60
内用薬 1179024F2060 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠５０ｍｇ 長生堂製薬 12.60
内用薬 1179024F3032 ゾテピン １００ｍｇ１錠 セトウス錠１００ｍｇ 高田製薬 45.60
内用薬 1179024F3040 ゾテピン １００ｍｇ１錠 メジャピン錠１００ｍｇ 共和薬品工業 22.80
内用薬 1179024F3059 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠１００ｍｇ 長生堂製薬 22.80
内用薬 1179025C1062 エチゾラム １％１ｇ 局 セデコパン細粒１％ 長生堂製薬 27.50
内用薬 1179025F1034 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 アロファルム錠０．５ 日医工ファーマ 5.80
内用薬 1179025F1042 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチカーム錠０．５ｍｇ 東和薬品 5.80
内用薬 1179025F1050 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチセダン錠０．５ｍｇ 共和薬品工業 6.00
内用薬 1179025F1085 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 セデコパン錠０．５ｍｇ 長生堂製薬 5.80
内用薬 1179025F1093 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デゾラム錠０．５ｍｇ 大正薬品工業 6.30
内用薬 1179025F1107 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 カプセーフ錠０．５ｍｇ 大原薬品工業 5.80
内用薬 1179025F1115 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デムナット錠０．５ｍｇ 鶴原製薬 6.00
内用薬 1179025F1123 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 ノンネルブ錠０．５ 日新製薬（山形） 6.00
内用薬 1179025F1131 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 パルギン錠０．５ｍｇ 藤永製薬 6.30
内用薬 1179025F1140 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 メディピース錠０．５ メディサ新薬 6.30
内用薬 1179025F1166 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 モーズン錠０．５ｍｇ 辰巳化学 6.00
内用薬 1179025F1182 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 5.80
内用薬 1179025F1204 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラン錠０．５ｍｇ 小林化工 6.00
内用薬 1179025F1212 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 グペリース錠０．５ｍｇ ニプロジェネファ 6.00
内用薬 1179025F1220 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 5.80
内用薬 1179025F2030 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 アロファルム錠１．０ 日医工ファーマ 6.00
内用薬 1179025F2049 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチカーム錠１ｍｇ 東和薬品 6.00
内用薬 1179025F2057 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチセダン錠１ｍｇ 共和薬品工業 6.30
内用薬 1179025F2065 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 セデコパン錠１ｍｇ 長生堂製薬 6.00
内用薬 1179025F2073 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 デゾラム錠１ｍｇ 大正薬品工業 6.30
内用薬 1179025F2081 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 カプセーフ錠１ｍｇ 大原薬品工業 6.00
内用薬 1179025F2090 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 パルギン錠１ｍｇ 藤永製薬 9.60
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内用薬 1179025F2103 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 メディピース錠１ メディサ新薬 6.40
内用薬 1179025F2138 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 モーズン錠１ｍｇ 辰巳化学 6.30
内用薬 1179025F2146 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラン錠１ｍｇ 小林化工 6.30
内用薬 1179025F2154 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 デムナット錠１ｍｇ 鶴原製薬 6.30
内用薬 1179025F2162 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 ノンネルブ錠１ 日新製薬（山形） 6.30
内用薬 1179025F2170 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 6.00
内用薬 1179025F2189 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 6.00
内用薬 1179026C1059 チミペロン １％１ｇ セルマニル細粒１％ 共和薬品工業 51.10
内用薬 1179026F1039 チミペロン ０．５ｍｇ１錠 セルマニル錠０．５ｍｇ 共和薬品工業 6.60
内用薬 1179026F2035 チミペロン １ｍｇ１錠 セルマニル錠１ｍｇ 共和薬品工業 6.80
内用薬 1179026F3031 チミペロン ３ｍｇ１錠 セルマニル錠３ｍｇ 共和薬品工業 18.50
内用薬 1179028C1074 ブロムペリドール １％１ｇ ルナプロン細粒１％ 共和薬品工業 41.00
内用薬 1179028C1082 ブロムペリドール １％１ｇ プリンドリル細粒１％ 沢井製薬 30.70
内用薬 1179028F1062 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ルナプロン錠１ｍｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 1179028F1070 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 プリンドリル錠１ 沢井製薬 5.60
内用薬 1179028F2042 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 プリンドリル錠３ 沢井製薬 11.60
内用薬 1179028F2050 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ルナプロン錠３ｍｇ 共和薬品工業 11.60
内用薬 1179028F3030 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 プリンドリル錠６ 沢井製薬 19.20
内用薬 1179028F3049 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ルナプロン錠６ｍｇ 共和薬品工業 21.80
内用薬 1179030D1069 クロカプラミン塩酸塩水和物 １０％１ｇ パドラセン顆粒１０％ 共和薬品工業 39.80
内用薬 1179032C1038 スルトプリド塩酸塩 ５０％１ｇ スタドルフ細粒５０％ 共和薬品工業 31.70
内用薬 1179032F1034 スルトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 スタドルフ錠５０ｍｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 1179032F1042 スルトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 バチール錠５０ｍｇ 全星薬品工業 5.60
内用薬 1179032F2049 スルトプリド塩酸塩 １００ｍｇ１錠 バチール錠１００ｍｇ 全星薬品工業 8.40
内用薬 1179032F2057 スルトプリド塩酸塩 １００ｍｇ１錠 スタドルフ錠１００ｍｇ 共和薬品工業 8.40
内用薬 1179032F3045 スルトプリド塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 バチール錠２００ｍｇ 全星薬品工業 13.30
内用薬 1179032F3053 スルトプリド塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 スタドルフ錠２００ｍｇ 共和薬品工業 13.30
内用薬 1179034F1041 セチプチリンマレイン酸塩 １ｍｇ１錠 ビソプール錠１ｍｇ 沢井製薬 6.50
内用薬 1179037F1045 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アンデプレ錠２５ｍｇ 共和薬品工業 8.50
内用薬 1179037F2041 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アンデプレ錠５０ｍｇ 共和薬品工業 14.90
内用薬 1179038C1035 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ＣＨ」 長生堂製薬 132.80
内用薬 1179038C1043 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ＭＥＥＫ」 小林化工 173.70
内用薬 1179038C1051 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 193.10
内用薬 1179038C1078 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「アメル」 共和薬品工業 114.50
内用薬 1179038C1086 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「オーハラ」 大原薬品工業 132.80
内用薬 1179038C1094 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「サワイ」 沢井製薬 173.70
内用薬 1179038C1108 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「タイヨー」 大洋薬品工業 114.50
内用薬 1179038C1116 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「トーワ」 東和薬品 132.80
内用薬 1179038C1124 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「日医工」 日医工 193.10
内用薬 1179038C1140 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ヨシトミ」 全星薬品工業 193.10
内用薬 1179038C1159 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「マイラン」 マイラン製薬 132.80
内用薬 1179038C1167 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「タカタ」 高田製薬 98.60
内用薬 1179038F1031 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 13.20
内用薬 1179038F1040 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１「ＭＥＥＫ」 小林化工 18.00
内用薬 1179038F1058 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 15.50
内用薬 1179038F1074 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 11.60
内用薬 1179038F1082 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１「オーハラ」 大原薬品工業 15.50
内用薬 1179038F1090 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 21.90
内用薬 1179038F1104 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「サンド」 サンド 19.40
内用薬 1179038F1112 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 11.60
内用薬 1179038F1120 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 19.40
内用薬 1179038F1147 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 21.90
内用薬 1179038F1155 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 11.60
内用薬 1179038F1163 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 11.60
内用薬 1179038F1171 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 21.90
内用薬 1179038F1180 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 15.50
内用薬 1179038F2038 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 16.80
内用薬 1179038F2046 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 35.30
内用薬 1179038F2054 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 30.40
内用薬 1179038F2070 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 23.30
内用薬 1179038F2089 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２「オーハラ」 大原薬品工業 30.40
内用薬 1179038F2097 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 39.60
内用薬 1179038F2100 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「サンド」 サンド 39.60
内用薬 1179038F2119 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 19.20
内用薬 1179038F2127 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 42.70
内用薬 1179038F2135 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 30.40
内用薬 1179038F2151 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 39.60
内用薬 1179038F2160 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 23.30
内用薬 1179038F2178 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 19.20
内用薬 1179038F2186 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 16.80
内用薬 1179038F3034 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 35.00
内用薬 1179038F3042 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３「オーハラ」 大原薬品工業 50.60
内用薬 1179038F3050 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 29.80
内用薬 1179038F3069 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 50.60
内用薬 1179038F3085 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 60.30
内用薬 1179038F3093 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「サンド」 サンド 57.40
内用薬 1179038F3107 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 42.20
内用薬 1179038F3115 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 57.40
内用薬 1179038F3123 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 64.80
内用薬 1179038F3131 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３「ＭＥＥＫ」 小林化工 57.40
内用薬 1179038F3140 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 35.00
内用薬 1179038F3158 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「日医工」 日医工 42.20
内用薬 1179038F3166 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 24.70
内用薬 1179038F3174 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 34.20
内用薬 1179038F4022 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 12.20
内用薬 1179038F4049 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 12.20
内用薬 1179038F4057 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.70
内用薬 1179038F4065 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 9.50
内用薬 1179038F5037 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 21.90
内用薬 1179038F5045 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 11.60
内用薬 1179038F5053 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 11.60
内用薬 1179038F5061 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 21.90
内用薬 1179038F6033 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 39.60
内用薬 1179038F6041 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 23.30
内用薬 1179038F6050 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 19.20
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内用薬 1179038F6068 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 42.70
内用薬 1179038F7030 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 6.70
内用薬 1179038F8028 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 42.20
内用薬 1179038F8036 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 60.30
内用薬 1179038F8044 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 64.80
内用薬 1179038S1030 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「アメル」 共和薬品工業 48.00
内用薬 1179038S1048 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「サワイ」 沢井製薬 60.40
内用薬 1179038S1056 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨシトミ」 同仁医薬化工 72.80
内用薬 1179038S1064 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 局 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「タカタ」 高田製薬 48.00
内用薬 1179038S1072 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」 東和薬品 60.40
内用薬 1179038S1080 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」 小林化工 48.00
内用薬 1179038S2036 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１包 リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包「マイラン」 マイラン製薬 32.00

内用薬 1179038S2044 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１包 リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 32.00
内用薬 1179038S2052 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１包 局 リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ「日医工」 日医工 32.00
内用薬 1179038S3024 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 リスペリドン内用液分包１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 57.80
内用薬 1179038S3040 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 リスペリドン内用液１ｍｇ分包「マイラン」 マイラン製薬 57.80
内用薬 1179038S3059 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 局 リスペリドン内用液分包１ｍｇ「日医工」 日医工 57.80
内用薬 1179038S4039 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 リスペリドン内用液２ｍｇ分包「マイラン」 マイラン製薬 104.50
内用薬 1179038S4047 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 リスペリドン内用液分包２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 98.50
内用薬 1179038S4055 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 局 リスペリドン内用液分包２ｍｇ「日医工」 日医工 98.50
内用薬 1179038S5027 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 リスペリドン内用液分包３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 150.90
内用薬 1179038S5035 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 リスペリドン内用液３ｍｇ分包「マイラン」 マイラン製薬 150.90
内用薬 1179038S5043 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 局 リスペリドン内用液分包３ｍｇ「日医工」 日医工 150.90
内用薬 1179039F1044 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 25.80

内用薬 1179039F1052 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

エルメッド　エーザ
イ

24.20

内用薬 1179039F1060 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

シオノケミカル 24.20

内用薬 1179039F1079 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 24.20

内用薬 1179039F1087 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 21.70

内用薬 1179039F1095 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 27.10

内用薬 1179039F1109 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 24.20

内用薬 1179039F1117 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 21.70

内用薬 1179039F1125 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

24.20

内用薬 1179039F1133 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「興和テ
バ」

大正薬品工業 24.20

内用薬 1179039F1141 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 25.80

内用薬 1179039F1150 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 25.80

内用薬 1179039F1168 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「日医
工」

日医工 21.70

内用薬 1179039F1176 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 20.60

内用薬 1179039F1184 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 24.20

内用薬 1179039F2040 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 44.50

内用薬 1179039F2059 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

エルメッド　エーザ
イ

41.70

内用薬 1179039F2067 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

シオノケミカル 41.70

内用薬 1179039F2075 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 41.70

内用薬 1179039F2083 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 41.70

内用薬 1179039F2091 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 41.70

内用薬 1179039F2105 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 41.70

内用薬 1179039F2113 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 35.70

内用薬 1179039F2121 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

41.70

内用薬 1179039F2130 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「興和テ
バ」

大正薬品工業 41.70

内用薬 1179039F2148 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 44.50

内用薬 1179039F2156 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 44.50

内用薬 1179039F2164 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工 38.00

内用薬 1179039F2172 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 38.00

内用薬 1179039F2180 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 44.50

内用薬 1179039F3047 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 61.60

内用薬 1179039F3055 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

エルメッド　エーザ
イ

59.00

内用薬 1179039F3063 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

シオノケミカル 59.00

内用薬 1179039F3071 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 61.60

内用薬 1179039F3080 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 59.00

内用薬 1179039F3098 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 52.60

内用薬 1179039F3101 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 52.60
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内用薬 1179039F3110 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 43.50

内用薬 1179039F3128 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

61.60

内用薬 1179039F3136 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「興和テ
バ」

大正薬品工業 55.70

内用薬 1179039F3144 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 61.60

内用薬 1179039F3152 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 61.60

内用薬 1179039F3160 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「日医
工」

日医工 52.60

内用薬 1179039F3179 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 52.60

内用薬 1179039F3187 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 59.00

内用薬 1179040F1039 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファー
マ

16.50

内用薬 1179040F1047 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 16.50
内用薬 1179040F1055 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 15.50
内用薬 1179040F1063 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 13.70
内用薬 1179040F1071 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 16.50
内用薬 1179040F1080 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 13.70
内用薬 1179040F1098 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 16.50
内用薬 1179040F1101 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 16.50
内用薬 1179040F1110 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 17.90
内用薬 1179040F1128 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 16.50
内用薬 1179040F1144 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 15.50
内用薬 1179040F2035 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファー

マ
24.20

内用薬 1179040F2043 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 21.50
内用薬 1179040F2051 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 24.20
内用薬 1179040F2060 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 24.20
内用薬 1179040F2078 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 24.20
内用薬 1179040F2086 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 21.50
内用薬 1179040F2094 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 24.20
内用薬 1179040F2108 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 24.20
内用薬 1179040F2116 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 26.30
内用薬 1179040F2124 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 24.20
内用薬 1179040F2140 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 21.50
内用薬 1179040F3031 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 12.90

内用薬 1179040F3040 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 14.40

内用薬 1179040F3058 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 15.10

内用薬 1179040F3066 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファー
マ

15.10

内用薬 1179040F3074 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 15.10
内用薬 1179040F3082 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 14.40

内用薬 1179040F3090 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 15.10

内用薬 1179040F3104 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 12.90
内用薬 1179040F3112 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 14.40

内用薬 1179040F3120 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 14.40

内用薬 1179040F4038 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 40.40
内用薬 1179040F4046 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファー

マ
44.90

内用薬 1179040F4054 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 49.40
内用薬 1179040F4062 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 37.50
内用薬 1179040F4070 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 40.40
内用薬 1179040F4089 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 44.90
内用薬 1179040F4097 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 44.90
内用薬 1179040F4100 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 37.50
内用薬 1179040F4119 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 42.60
内用薬 1179040F4127 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 40.40
内用薬 1179043F1040 ペロスピロン塩酸塩水和物 ４ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 13.30
内用薬 1179043F2047 ペロスピロン塩酸塩水和物 ８ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 24.90
内用薬 1179043F3035 ペロスピロン塩酸塩水和物 １６ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠１６ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 46.50
内用薬 1180107D1107 非ピリン系感冒剤 １ｇ サラザック配合顆粒 大洋薬品工業 6.20
内用薬 1180107D1115 非ピリン系感冒剤 １ｇ セラピナ配合顆粒 シオノケミカル 6.20
内用薬 1180107D1123 非ピリン系感冒剤 １ｇ トーワチーム配合顆粒 東和薬品 6.20
内用薬 1180107D1158 非ピリン系感冒剤 １ｇ マリキナ配合顆粒 鶴原製薬 6.20
内用薬 1180109F1034 非ピリン系感冒剤 １錠 ピーエイ配合錠 全星薬品工業 4.60
内用薬 1190004C1017 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド塩酸塩１０％細粒 14.60
内用薬 1190004C1076 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリム細粒１０％ 沢井製薬 22.80
内用薬 1190004F1056 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 グリノラート錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 1190004F1064 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアリール錠２５ ダイト 7.40
内用薬 1190004F1080 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 ノイリラーク錠２５ｍｇ 共和薬品工業 6.00
内用薬 1190004F1099 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアラリード錠２５ｍｇ 長生堂製薬 5.60
内用薬 1190004F1102 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 ボインリール錠２５ 日新製薬（山形） 6.00
内用薬 1190004F1129 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアプリム錠２５ 沢井製薬 7.80
内用薬 1190004F2010 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアプリド塩酸塩錠 7.20
内用薬 1190004F2060 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアリール錠５０ ダイト 11.40
内用薬 1190004F2095 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアプリム錠５０ 沢井製薬 11.40
内用薬 1190004F2125 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ボインリール錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 9.70
内用薬 1190010F1035 テルグリド ０．５ｍｇ１錠 テルグリド錠０．５「Ｆ」 富士製薬工業 95.80
内用薬 1190012C1038 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 局 ドネペジル塩酸塩細粒０．５％「アメル」 共和薬品工業 236.00
内用薬 1190012C1046 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 局 ドネペジル塩酸塩細粒０．５％「サワイ」 沢井製薬 236.00
内用薬 1190012C1054 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 局 ドネペジル塩酸塩細粒０．５％「日医工」 日医工 236.00
内用薬 1190012F1034 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 167.00
内用薬 1190012F1042 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 167.00
内用薬 1190012F1050 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 167.00
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内用薬 1190012F1069 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー
マ

167.00

内用薬 1190012F1077 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 167.00
内用薬 1190012F1085 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 167.00
内用薬 1190012F1093 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 167.00
内用薬 1190012F1107 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 167.00
内用薬 1190012F1115 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 167.00
内用薬 1190012F1123 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 167.00
内用薬 1190012F1131 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 167.00
内用薬 1190012F1140 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「科研」 シオノケミカル 167.00
内用薬 1190012F1158 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
167.00

内用薬 1190012F1166 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 167.00
内用薬 1190012F1174 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 167.00
内用薬 1190012F1182 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 167.00
内用薬 1190012F1190 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「サンド」 サンド 167.00
内用薬 1190012F1204 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 167.00
内用薬 1190012F1212 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 167.00
内用薬 1190012F1220 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬     167.00
内用薬 1190012F1239 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 167.00
内用薬 1190012F1247 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日医工」 日医工 167.00
内用薬 1190012F1255 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 167.00
内用薬 1190012F1263 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 167.00
内用薬 1190012F1271 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
167.00

内用薬 1190012F2030 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 249.20
内用薬 1190012F2049 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 249.20
内用薬 1190012F2057 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 249.20
内用薬 1190012F2065 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
249.20

内用薬 1190012F2073 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 249.20
内用薬 1190012F2081 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 249.20
内用薬 1190012F2090 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 249.20
内用薬 1190012F2103 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 249.20
内用薬 1190012F2111 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 249.20
内用薬 1190012F2120 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 249.20
内用薬 1190012F2138 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 249.20
内用薬 1190012F2146 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 249.20
内用薬 1190012F2154 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
249.20

内用薬 1190012F2162 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 249.20
内用薬 1190012F2170 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 249.20
内用薬 1190012F2189 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 249.20
内用薬 1190012F2197 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 249.20
内用薬 1190012F2200 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 249.20
内用薬 1190012F2219 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 249.20
内用薬 1190012F2227 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 249.20
内用薬 1190012F2235 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 249.20
内用薬 1190012F2243 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 249.20
内用薬 1190012F2251 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 249.20
内用薬 1190012F2260 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 249.20
内用薬 1190012F2278 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
249.20

内用薬 1190012F3037 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 167.00
内用薬 1190012F3045

ドネペジル塩酸塩
３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
167.00

内用薬 1190012F3053 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック     167.00
内用薬 1190012F3061 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬     167.00
内用薬 1190012F3070 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 167.00
内用薬 1190012F3088 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 167.00
内用薬 1190012F3096 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 167.00
内用薬 1190012F3100 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 167.00
内用薬 1190012F3118 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 167.00
内用薬 1190012F3126 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「科研」 シオノケミカル 167.00
内用薬 1190012F3134 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
167.00

内用薬 1190012F3142 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 167.00
内用薬 1190012F3150 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 167.00
内用薬 1190012F3169 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 167.00
内用薬 1190012F3177 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 167.00
内用薬 1190012F3185 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 167.00
内用薬 1190012F3193 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 167.00
内用薬 1190012F3207 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 167.00
内用薬 1190012F3215 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 日医工 167.00
内用薬 1190012F3223 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 167.00
内用薬 1190012F3231 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 167.00
内用薬 1190012F3240 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
167.00

内用薬 1190012F3258 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「モチダ」 ダイト 167.00
内用薬 1190012F3266 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム３ｍｇ「ＥＥ」 救急薬品工業 167.00
内用薬 1190012F4033 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 249.20
内用薬 1190012F4041 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
249.20

内用薬 1190012F4050 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 249.20
内用薬 1190012F4068 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 249.20
内用薬 1190012F4076 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 249.20
内用薬 1190012F4084 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 249.20
内用薬 1190012F4092 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 249.20
内用薬 1190012F4106 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 249.20
内用薬 1190012F4114 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 249.20
内用薬 1190012F4122 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 249.20
内用薬 1190012F4130 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
249.20

内用薬 1190012F4149 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 249.20
内用薬 1190012F4157 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 249.20
内用薬 1190012F4165 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 249.20
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内用薬 1190012F4173 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 249.20
内用薬 1190012F4181 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 249.20
内用薬 1190012F4190 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 249.20
内用薬 1190012F4203 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 249.20
内用薬 1190012F4211 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 249.20
内用薬 1190012F4220 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 249.20
内用薬 1190012F4238 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 249.20
内用薬 1190012F4246 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
249.20

内用薬 1190012F4254 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「モチダ」 ダイト 249.20
内用薬 1190012F4262 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「ＥＥ」 救急薬品工業 249.20
内用薬 1214001Q1022 塩酸リドカイン ２％１ｇ メドカイン内用ゼリー２％ メドレックス 4.90
内用薬 1214001S1038 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ アネトカインビスカス２％ 小林化工 4.60
内用薬 1214001S1046 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ パートランビスカス２％ 日新製薬（山形） 4.60
内用薬 1219003D1034 ピペリジノアセチルアミノ安

息香酸エチル
２０％１ｇ ニチカイン顆粒２０％ 日医工 6.20

内用薬 1219003F1051 ピペリジノアセチルアミノ安
息香酸エチル

１００ｍｇ１錠 ニチカイン錠１００ｍｇ 日医工 5.60

内用薬 1222001F1104 クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠 スラックシン錠２００ｍｇ イセイ 5.40
内用薬 1225001F1106 クロルフェネシンカルバミン

酸エステル
１２５ｍｇ１錠 局 コリクール錠１２５ｍｇ 沢井製薬 6.20

内用薬 1225001F1122 クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

１２５ｍｇ１錠 局 スールキット錠１２５ｍｇ 鶴原製薬 6.20

内用薬 1225001F1130 クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

１２５ｍｇ１錠 局 コリスパー錠１２５ｍｇ ニプロファーマ 6.20

内用薬 1225001F2030 クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

２５０ｍｇ１錠 局 カルソント錠「２５０」 辰巳化学 6.20

内用薬 1225001F2099 クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

２５０ｍｇ１錠 局 スールキット錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 6.20

内用薬 1225001F2226 クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

２５０ｍｇ１錠 局 コリクール錠２５０ｍｇ 沢井製薬 6.20

内用薬 1225001F2234 クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

２５０ｍｇ１錠 局 コリスパー錠２５０ｍｇ ニプロファーマ 6.20

内用薬 1231009F1096 メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠 アテネコリン－Ｍ錠７．５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1231013D1075 チキジウム臭化物 ２％１ｇ チアメロン顆粒２％ 鶴原製薬 11.80
内用薬 1231013M1059 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チアパストンカプセル５ｍｇ 東和薬品 5.80
内用薬 1231013M1067 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チワンカプセル５ 沢井製薬 7.00
内用薬 1231013M1075 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チアメロンカプセル５ｍｇ 鶴原製薬 5.80
内用薬 1231013M2039 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チワンカプセル１０ 沢井製薬 7.00
内用薬 1231013M2110 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チアメロンカプセル１０ｍｇ 鶴原製薬 5.90
内用薬 1231013M2187 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チアパストンカプセル１０ｍｇ 東和薬品 5.90
内用薬 1242002F1322 ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ１錠 ブスコム錠１０ｍｇ マイラン製薬 5.40
内用薬 1242002F1349 ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ１錠 ブスフォリロン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.40
内用薬 1242002F1357 ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ１錠 リラダン錠１０ｍｇ イセイ 5.40
内用薬 1242002F1365 ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ１錠 ブチブロン錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.40
内用薬 1242002F1373 ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ１錠 ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 5.40
内用薬 1243002B1182 パパベリン塩酸塩 １０％１ｇ 塩酸パパベリン散１０％「マイラン」 マイラン製薬 6.20
内用薬 1249003F1301 トルペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ベスノリン錠５０ｍｇ 寿製薬 5.40
内用薬 1249003F1310 トルペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ニチペリゾン錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.20
内用薬 1249003F2243 トルペリゾン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ニチペリゾン錠１００ 日新製薬（山形） 5.40
内用薬 1249003F2383 トルペリゾン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ベスノリン錠１００ｍｇ 寿製薬 5.60
内用薬 1249004F1098 ピペリドレート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ダクチラン錠５０ｍｇ 杏林製薬 6.60
内用薬 1249005F1076 チメピジウム臭化物水和物 ３０ｍｇ１錠 コリリック錠３０ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 1249005F1084 チメピジウム臭化物水和物 ３０ｍｇ１錠 ソピタム錠３０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 1249005F1092 チメピジウム臭化物水和物 ３０ｍｇ１錠 ゼスン錠３０ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 1249005F1106 チメピジウム臭化物水和物 ３０ｍｇ１錠 セスジウム錠３０ｍｇ サンド 5.60
内用薬 1249005F1114 チメピジウム臭化物水和物 ３０ｍｇ１錠 チメピジウム臭化物錠３０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 1249008F1185 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アイロメート錠２０ｍｇ 沢井製薬 8.80
内用薬 1249008F1193 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アロストーワ錠２０ｍｇ 東和薬品 8.20
内用薬 1249008F1207 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アナポレット錠２０ｍｇ ニプロジェネファ 7.30
内用薬 1249008F1231 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アフロゾン錠２０ｍｇ 小林化工 8.20
内用薬 1249009D1014 エペリゾン塩酸塩 １０％１ｇ エペリゾン塩酸塩１０％顆粒 8.80
内用薬 1249009F1023 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アチネス錠５０ あすか製薬 9.50
内用薬 1249009F1031 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペソ錠５０ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 1249009F1040 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペナルド錠５０ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 1249009F1058 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エボントン錠「５０」 辰巳化学 5.60
内用薬 1249009F1287 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリッサー錠５０ｍｇ ニプロファーマ 5.60
内用薬 1249009F1309 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペル錠５０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 1249009F1317 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サンバゾン錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 5.60
内用薬 1249009F1325 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エンボイ錠５０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
5.60

内用薬 1249009F1333 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミオナベース錠５０ｍｇ 寿製薬 5.60
内用薬 1249009F1341 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミオリラーク錠５０ｍｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 1249009F1350 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 リンプラール錠５０ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 1249009F1368 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリナール錠５０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1249009F1376 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミオペリゾン錠５０ｍｇ 小林化工 5.60
内用薬 1249009F1384 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ホマライト錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 1249010D1050 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ チザニン顆粒０．２％ 日医工 13.40
内用薬 1249010F1042 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 エンチニン錠１ 沢井製薬 7.00
内用薬 1249010F1050 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ギボンズ錠１ｍｇ キョーリンリメディ

オ
5.60

内用薬 1249010F1069 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 メキタック錠１ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 1249010F1107 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザネリン錠１ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 1249010F1115 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 テルザニン錠１ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 1249010F1123 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 モトナリン錠１ｍｇ 日本薬品工業 7.00
内用薬 1249010F1140 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニン錠１ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 1249010F1158 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チロルビット錠１ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 1249010F1166 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 テトリネン錠１ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1249010F1220 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 セブレチン錠１ｍｇ ニプロファーマ 5.60
内用薬 1249010F1239 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 5.60
内用薬 1249010F1247 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.60
内用薬 1339002F1403 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 サタノロン錠２５ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 1339002F1411 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 7.70
内用薬 1339002F1420 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 シュランダー錠２５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 1339002F1446 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 トスペラール錠２５ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 1339002F1454 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ピネロロ錠２５ｍｇ 日医工ファーマ 5.60
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内用薬 1339002F1462 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 5.60
内用薬 1339002F1470 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 1339002F1489 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ソブラリン錠２５ｍｇ 寿製薬 5.60
内用薬 1339002F1497 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 5.60
内用薬 1339005F1288 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 バイメニエル６ｍｇ錠 東邦新薬 5.80
内用薬 1339005F1300 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 メタヒスロン錠６ｍｇ 大正薬品工業 6.00
内用薬 1339005F1326 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 デアノサート錠６ｍｇ イセイ 6.00
内用薬 1339005F1334 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 メニエトール錠６ｍｇ 大洋薬品工業 6.00
内用薬 1339005F1342 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 スズトロン錠６ｍｇ 辰巳化学 6.00
内用薬 1339005F1350 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 メニタジン錠６ｍｇ 東和薬品 6.00
内用薬 1339005F1369 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 メニエース錠６ｍｇ 日医工ファーマ 6.00
内用薬 1339005F1377 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 パパベリアン錠６ｍｇ 鶴原製薬 6.00
内用薬 1339005F2098 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 メタヒスロン錠１２ｍｇ 大正薬品工業 6.30
内用薬 1339005F2144 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 デアノサート錠１２ｍｇ イセイ 6.30
内用薬 2113005F1048 メチルジゴキシン ０．１ｍｇ１錠 メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 6.30
内用薬 2119003C1062 ユビデカレノン １％１ｇ デカレノン細粒 東邦新薬 6.20
内用薬 2119003D1130 ユビデカレノン １％１ｇ トリデミン顆粒１％ イセイ 6.20
内用薬 2119003D1165 ユビデカレノン １％１ｇ ユベ・Ｑ顆粒１％ 鶴原製薬 6.20
内用薬 2119003F1115 ユビデカレノン ５ｍｇ１錠 アデリール錠５ ナガセ医薬品 5.60
内用薬 2119003F1123 ユビデカレノン ５ｍｇ１錠 カイトロン錠５ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 2119003F2030 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 アデリール錠１０ ナガセ医薬品 5.60
内用薬 2119003F2189 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 コロキノン錠１０ｍｇ マイラン製薬 5.90
内用薬 2119003F2260 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ソラネキノン錠１０ 長生堂製薬 5.60
内用薬 2119003F2561 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 トリデミン錠１０ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 2119003F2570 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 カイトロン錠１０ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 2119003F2596 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 2119003F2600 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユベ・Ｑ錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2119003F2618 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 カルビキノン錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2119003F2626 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ラコビール錠１０ｍｇ 寿製薬 5.90
内用薬 2119003M1220 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユベ・Ｑカプセル５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2119003M1238 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 2119003M1246 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル カルビキノンカプセル５ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2119003M1254 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
6.50

内用薬 2119003M1262 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユベキノンカプセル５ｍｇ ニプロファーマ 5.60
内用薬 2119003M1270 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル トリデミンカプセル５ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 2119003M2218 ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル ユベキノンカプセル１０ｍｇ ニプロファーマ 5.70
内用薬 2119003M2226 ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル デカソフトカプセル１０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
8.70

内用薬 2119004F1039 デノパミン ５ｍｇ１錠 デノパミール錠５ 日医工ファーマ 22.40
内用薬 2119004F1047 デノパミン ５ｍｇ１錠 ヘルパミン錠５ 日医工 17.20
内用薬 2119004F2035 デノパミン １０ｍｇ１錠 デノパミール錠１０ 日医工ファーマ 34.20
内用薬 2119004F2043 デノパミン １０ｍｇ１錠 ヘルパミン錠１０ 日医工 28.70
内用薬 2119006F1020 ピモベンダン １．２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 71.30
内用薬 2119006F2026 ピモベンダン ２．５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠２．５ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 125.90
内用薬 2123002M1112 アルプレノロール塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル スカジロールカプセル２５ｍｇ 寿製薬 9.90
内用薬 2123002M2097 アルプレノロール塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル スカジロールカプセル５０ｍｇ 寿製薬 15.90
内用薬 2123005F1133 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタメノール錠５ 日医工ファーマ 5.60
内用薬 2123005F1192 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 チオグール錠５ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2123005F1206 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテロール錠５ｍｇ 沢井製薬 5.80
内用薬 2123005F1214 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルノノン錠５ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 2123005F1222 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メルカトア錠５ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2123005F1249 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 チスタロール錠５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2123008F1218 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 メントリース錠１０ ニプロジェネファ 6.30
内用薬 2123008F1234 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ヘルツベース錠１０ｍｇ 日医工 6.30
内用薬 2123008F1242 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ソラシロール錠１０ｍｇ 東和薬品 6.30
内用薬 2123008F1250 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アイデイトロール錠１０ｍｇ 鶴原製薬 6.30
内用薬 2123008F2010 プロプラノロール塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロプラノロール塩酸塩錠 6.30
内用薬 2123009F3550 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「日医工」 日医工 5.60
内用薬 2123009F3568 ピンドロール ５ｍｇ１錠 イスハート錠５ｍｇ 高田製薬 5.80
内用薬 2123009F3606 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 2123009F3614 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピチオロール錠５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2123009F3622 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ビリンガル錠５ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 2123009F3630 ピンドロール ５ｍｇ１錠 レットリット錠５ｍｇ 寿製薬 5.60
内用薬 2123011F1015 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール２５ｍｇ錠 5.60
内用薬 2123011F1198 アテノロール ２５ｍｇ１錠 セーブテンス錠２５ｍｇ ファイザー 13.40
内用薬 2123011F2011 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール５０ｍｇ錠 5.80
内用薬 2123011F2194 アテノロール ５０ｍｇ１錠 セーブテンス錠５０ｍｇ ファイザー 26.80
内用薬 2123011F2291 アテノロール ５０ｍｇ１錠 ミロベクト錠５０ 日医工ファーマ 26.80
内用薬 2123011R1020 アテノロール １０％１ｇ アテノロールドライシロップ１０％「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 58.10

内用薬 2123014F1035 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 セオノマール錠５ 長生堂製薬 7.80
内用薬 2123014F1043 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アセメール錠５ 沢井製薬 7.80
内用薬 2123014F1051 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノイル錠５ｍｇ 大正薬品工業 7.80
内用薬 2123014F1060 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 7.80
内用薬 2123014F1078 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノン錠５ｍｇ 東和薬品 7.80
内用薬 2123014F1086 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アナシロール錠５ 日本ジェネリック 7.80
内用薬 2123014F2031 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アストニール錠１０ 大洋薬品工業 13.10
内用薬 2123014F2040 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アセメール錠１０ 沢井製薬 13.10
内用薬 2123014F2058 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アナシロール錠１０ 日本ジェネリック 11.10
内用薬 2123014F2120 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 セオノマール錠１０ 長生堂製薬 11.10
内用薬 2123014F2163 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノン錠１０ｍｇ 東和薬品 11.10
内用薬 2123014F2180 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノイル錠１０ｍｇ 大正薬品工業 11.10
内用薬 2123014F2198 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 13.10
内用薬 2123015F1013 ナドロール ３０ｍｇ１錠 ナドロール３０ｍｇ錠 9.60
内用薬 2123016F1018 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠 9.60
内用薬 2123016F1042 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 メイントーワ錠２．５ 東和薬品 28.50
内用薬 2123016F1050 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 ウェルビー錠２．５ｍｇ サンド 14.70
内用薬 2123016F1069 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 メインハーツ錠２．５ 日医工 18.30
内用薬 2123016F2014 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠 13.40
内用薬 2123016F2065 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 メイントーワ錠５ 東和薬品 54.10
内用薬 2123016F2103 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ウェルビー錠５ｍｇ サンド 24.80
内用薬 2123016F2111 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 メインハーツ錠５ 日医工 24.80
内用薬 2129002M1051 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル チヨバンカプセル５０ｍｇ 辰巳化学 7.60
内用薬 2129002M1078 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ファンミルカプセル５０ｍｇ 東和薬品 7.60
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内用薬 2129002M1086 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル リスピンカプセル５０ｍｇ 沢井製薬 16.40
内用薬 2129002M1094 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ノルペースカプセル５０ｍｇ ファイザー 16.40
内用薬 2129002M1108 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 10.10
内用薬 2129002M1116 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 7.60
内用薬 2129002M1124 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピランカプセル５０ｍｇ 鶴原製薬 7.60
内用薬 2129002M2015 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミド１００ｍｇカプセル 8.70
内用薬 2129002M2147 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル リスピンカプセル１００ｍｇ 沢井製薬 23.70
内用薬 2129002M2171 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ソピラートカプセル１００ｍｇ ニプロファーマ 10.40
内用薬 2129002M2210 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ノルペースカプセル１００ｍｇ ファイザー 23.70
内用薬 2129003F1022 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 メキシレート錠５０ アイロム製薬 16.80
内用薬 2129003F1030 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 トイ錠５０ キョーリンリメディ

オ
5.60

内用薬 2129003F2029 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メキシレート錠１００ アイロム製薬 30.70
内用薬 2129003F2037 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 トイ錠１００ キョーリンリメディ

オ
7.90

内用薬 2129003M1013 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩５０ｍｇカプセル 5.80
内用薬 2129003M1056 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシバールカプセル５０ 日医工 6.80
内用薬 2129003M1099 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メルデストカプセル５０ｍｇ 大洋薬品工業 6.80
内用薬 2129003M1110 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メレートカプセル５０ 沢井製薬 6.80
内用薬 2129003M1129 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル モバレーンカプセル５０ｍｇ 辰巳化学 6.80
内用薬 2129003M2010 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩１００ｍｇカプセル 9.00
内用薬 2129003M2079 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシバールカプセル１００ 日医工 13.80
内用薬 2129003M2133 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メレートカプセル１００ 沢井製薬 13.80
内用薬 2129004M1042 アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル 局 アプリトーンカプセル１０ ニプロファーマ 21.70
内用薬 2129004M2049 アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル 局 アプリトーンカプセル２０ ニプロファーマ 34.20
内用薬 2129005F1013 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 リン酸ジソピラミド１５０ｍｇ徐放錠 15.90
内用薬 2129005F1137 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 リスピンＲ錠１５０ｍｇ 沢井製薬 22.40
内用薬 2129005F1153 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ「日医

工」
ダイト 22.40

内用薬 2129005F1196 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ノルペースＣＲ錠１５０ｍｇ ファイザー 50.90
内用薬 2129006F1034 プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 局 ソビラール錠１５０ 大原薬品工業 23.50
内用薬 2129006F2049 プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ソビラール錠１００ 大原薬品工業 19.20
内用薬 2129007F1039 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 シノベジール錠５０ｍｇ 東和薬品 24.50
内用薬 2129007F1047 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 23.30
内用薬 2129007F1055 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 23.30
内用薬 2129007F2035 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 局 シノベジール錠１００ｍｇ 東和薬品 40.10
内用薬 2129007F2043 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 局 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 36.90

内用薬 2129007F2051 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 局 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 43.00

内用薬 2129008F1025 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 ピルジカイニド塩酸塩錠２５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 30.70
内用薬 2129008F2021 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ピルジカイニド塩酸塩錠５０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 47.80
内用薬 2129008M1040 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル リズムコートカプセル２５ｍｇ 東和薬品 26.60
内用薬 2129008M1059 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル アリスリズムカプセル２５ 沢井製薬 28.80
内用薬 2129008M1067 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル 塩酸ピルジカイニドカプセル２５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 33.80

内用薬 2129008M1075 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル タツピルジンカプセル２５ｍｇ 辰巳化学 24.40
内用薬 2129008M1083 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルジニックカプセル２５ 日医工 28.80
内用薬 2129008M1091 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル リズムサットカプセル２５ｍｇ 長生堂製薬 24.40
内用薬 2129008M1105 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 24.40

内用薬 2129008M2055 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル リズムコートカプセル５０ｍｇ 東和薬品 47.80
内用薬 2129008M2063 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル アリスリズムカプセル５０ 沢井製薬 53.20
内用薬 2129008M2071 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル 塩酸ピルジカイニドカプセル５０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 53.20

内用薬 2129008M2080 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル タツピルジンカプセル５０ｍｇ 辰巳化学 40.60
内用薬 2129008M2098 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルジニックカプセル５０ 日医工 47.80
内用薬 2129008M2101 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル リズムサットカプセル５０ｍｇ 長生堂製薬 36.40
内用薬 2129008M2110 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 40.60

内用薬 2129010F1030 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 223.30
内用薬 2129010F1049 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 156.70
内用薬 2129010F1057 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 188.30
内用薬 2129010F1065 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 188.30
内用薬 2129010F3025 アミオダロン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 102.40
内用薬 2132003F1311 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 アニスタジン錠２ｍｇ 日医工ファーマ 6.00
内用薬 2132003F1320 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 6.00
内用薬 2132003F1338 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリスメン錠２ｍｇ 辰巳化学 6.00
内用薬 2132003F1346 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 ウルソトラン錠２ｍｇ イセイ 6.00
内用薬 2132003F1354 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 クバクロン錠２ｍｇ シオノケミカル 6.00
内用薬 2132003F1362 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 6.00
内用薬 2132003F1370 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 フルトリア錠２ｍｇ 東和薬品 6.00
内用薬 2132003F1389 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 6.00
内用薬 2132003F1397 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 クロポリジン錠２ｍｇ 鶴原製薬 6.00
内用薬 2132003F1400 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 6.10
内用薬 2132003F3020 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 6.10
内用薬 2132004F1090 ヒドロクロロチアジド ２５ｍｇ１錠 ニュートライド錠２５ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2133001C1011 スピロノラクトン １０％１ｇ スピロノラクトン１０％細粒 16.50
内用薬 2133001F1395 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 ヨウラクトン錠２５ 陽進堂 5.60
内用薬 2133001F1450 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 マカシーＡ錠２５ｍｇ ニプロファーマ 5.60
内用薬 2133001F1476 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 2133001F1484 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 ノイダブル錠２５ｍｇ キョーリンリメディ

オ
5.60

内用薬 2133001F1492 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ピロラクトン錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2133001F1506 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 ラッカルミン錠２５ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 2133001F1514 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 アポラスノン錠２５ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2133001F1530 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 メルラクトン錠２５ｍｇ 小林化工 5.60
内用薬 2133001F1549 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ウルソニン錠２５ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 2133001F1565 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 スピラクトン錠２５ｍｇ「三恵」 三恵薬品 5.60
内用薬 2133001F1573 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 ラクデーン錠２５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2133001F1581 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 15.20
内用薬 2133001F2014 スピロノラクトン ５０ｍｇ１錠 局 スピロノラクトン錠 6.30
内用薬 2135001F1110 メフルシド ２５ｍｇ１錠 局 エスカロン錠２５ｍｇ 日医工 6.00
内用薬 2139001Q1020 イソソルビド ７０％２０ｇ１個 メニレット７０％ゼリー２０ｇ 三和化学研究所 115.40
内用薬 2139001Q2027 イソソルビド ７０％３０ｇ１個 メニレット７０％ゼリー３０ｇ 三和化学研究所 172.60
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内用薬 2139005C1048 フロセミド ４％１ｇ フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザ
イ

6.40

内用薬 2139005F1044 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０「タイヨー」 大洋薬品工業 6.00
内用薬 2139005F1060 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 6.00
内用薬 2139005F1079 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 6.00
内用薬 2139005F2369 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０「タイヨー」 大洋薬品工業 6.30
内用薬 2139005F2377 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 6.30
内用薬 2139005F2385 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 6.30
内用薬 2139005F2407 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.30
内用薬 2139005F2415 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「イセイ」 イセイ 6.30
内用薬 2139005F2431 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 6.30
内用薬 2139005F3020 フロセミド １０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 6.00
内用薬 2139008F1030 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 ダイタリック錠６０ｍｇ 長生堂製薬 19.20
内用薬 2139008F1048 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 アゾセリック錠６０ｍｇ シー・エイチ・オー

新薬
22.90

内用薬 2144001C1015 カプトプリル ５％１ｇ カプトプリル５％細粒 15.60
内用薬 2144001F1038 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 アポプリール錠１２．５ 日医工 5.60
内用薬 2144001F1054 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カトナプロン錠１２．５ｍｇ 長生堂製薬 5.60
内用薬 2144001F1062 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カトプロン錠１２．５ ニプロファーマ 5.60
内用薬 2144001F1070 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプシール錠１２．５ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2144001F1119 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトルナ錠１２．５ｍｇ 小林化工 5.60
内用薬 2144001F1178 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 ダウプリル錠１２．５ ニプロジェネファ 5.60
内用薬 2144001F1224 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５「ＳＷ」 沢井製薬 5.60
内用薬 2144001F1240 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 2144001F2018 カプトプリル ２５ｍｇ１錠 カプトプリル２５ｍｇ錠 5.80
内用薬 2144001N1040 カプトプリル １８．７５ｍｇ１カプセ

ル
カプトプリルＲカプセル１８．７５「ＳＷ」 沢井製薬 15.20

内用薬 2144002C1028 エナラプリルマレイン酸塩 １％１ｇ エナラート細粒１％ 共和薬品工業 96.20
内用薬 2144002F1016 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠 8.50
内用薬 2144002F1067 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 セリース錠２．５ｍｇ サンド 17.70
内用薬 2144002F1083 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 レニベーゼ錠２．５ 日医工 10.50
内用薬 2144002F1091 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 レニメック錠２．５ 沢井製薬 10.50
内用薬 2144002F1105 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 レノペント錠２．５ メディサ新薬 9.60
内用薬 2144002F1121 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 カルネート錠２．５ｍｇ 東和薬品 16.60
内用薬 2144002F1130 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 ラリルドン錠２．５ｍｇ 大原薬品工業 9.60
内用薬 2144002F1148 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠２．５「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 17.70
内用薬 2144002F1172 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 17.70

内用薬 2144002F1180 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 エナリン錠２．５ｍｇ ダイト 10.50
内用薬 2144002F1199 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリル錠２．５ＭＥＥＫ 小林化工 17.70
内用薬 2144002F1202 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 レビンベース錠２．５ｍｇ 日本薬品工業 16.60
内用薬 2144002F2012 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠 10.50
内用薬 2144002F2063 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 局 エナラプリル錠５ＭＥＥＫ 小林化工 20.90
内用薬 2144002F2136 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セリース錠５ｍｇ サンド 20.90
内用薬 2144002F2195 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 局 レニメック錠５ 沢井製薬 14.40
内用薬 2144002F2217 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 局 レビンベース錠５ｍｇ 日本薬品工業 29.30
内用薬 2144002F2233 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠５「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 20.90
内用薬 2144002F2250 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 局 カルネート錠５ｍｇ 東和薬品 29.30
内用薬 2144002F2276 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 18.40

内用薬 2144002F2284 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 局 エナリン錠５ｍｇ ダイト 14.40
内用薬 2144002F3019 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠 12.30
内用薬 2144002F3051 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 レニベーゼ錠１０ 日医工 35.00
内用薬 2144002F3060 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 カルネート錠１０ｍｇ 東和薬品 35.00
内用薬 2144002F3108 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠１０「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 21.80
内用薬 2144002F3124 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 レニメック錠１０ 沢井製薬 21.80
内用薬 2144002F3159 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 19.10

内用薬 2144002F3167 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 エナリン錠１０ｍｇ ダイト 19.10
内用薬 2144002F3175 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セリース錠１０ｍｇ サンド 21.80
内用薬 2144002F3191 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 レビンベース錠１０ｍｇ 日本薬品工業 56.40
内用薬 2144002F3213 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 エナラプリル錠１０ＭＥＥＫ 小林化工 21.80
内用薬 2144003F1037 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 アラセプル錠１２．５ｍｇ 日医工 7.10
内用薬 2144003F1045 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 セプリノック錠１２．５ｍｇ 長生堂製薬 8.20
内用薬 2144003F1061 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 セボチール錠１２．５ 沢井製薬 8.70
内用薬 2144003F1070 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 セナプリド錠１２．５ｍｇ 日新製薬（山形） 8.90
内用薬 2144003F1088 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 8.70
内用薬 2144003F2017 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠 7.50
内用薬 2144003F2041 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アセミパール錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 9.40
内用薬 2144003F2068 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アラセプル錠２５ｍｇ 日医工 8.00
内用薬 2144003F2130 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セナプリド錠２５ｍｇ 日新製薬（山形） 9.60
内用薬 2144003F2149 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セプリノック錠２５ｍｇ 長生堂製薬 8.90
内用薬 2144003F2157 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セボチール錠２５ 沢井製薬 9.40
内用薬 2144003F2211 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 9.40
内用薬 2144003F3030 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 アラセプル錠５０ｍｇ 日医工 9.00
内用薬 2144003F3048 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 セボチール錠５０ 沢井製薬 9.60
内用薬 2144003F3056 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 セナプリド錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 9.60
内用薬 2144003F3064 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 9.60
内用薬 2144003F3072 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 セプリノック錠５０ｍｇ 長生堂製薬 9.60
内用薬 2144005F1036 シラザプリル水和物 ０．２５ｍｇ１錠 局 インヒロック錠０．２５ 沢井製薬 20.30
内用薬 2144005F1044 シラザプリル水和物 ０．２５ｍｇ１錠 局 シラザベース錠０．２５ｍｇ 東和薬品 17.80
内用薬 2144005F2032 シラザプリル水和物 ０．５ｍｇ１錠 局 シラザベース錠０．５ｍｇ 東和薬品 23.10
内用薬 2144005F2040 シラザプリル水和物 ０．５ｍｇ１錠 局 インヒロック錠０．５ 沢井製薬 28.10
内用薬 2144005F3039 シラザプリル水和物 １ｍｇ１錠 局 インヒロック錠１ 沢井製薬 34.70
内用薬 2144005F3047 シラザプリル水和物 １ｍｇ１錠 局 シラザベース錠１ｍｇ 東和薬品 28.90
内用薬 2144006F1049 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 アスラーン錠５ｍｇ 大原薬品工業 11.40
内用薬 2144006F1057 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 14.30
内用薬 2144006F1065 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 ロコプール錠５ 沢井製薬 17.50
内用薬 2144006F1073 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 ロンゲリール錠５ｍｇ 日医工 12.70
内用薬 2144006F1081 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 17.50
内用薬 2144006F1090 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 9.60
内用薬 2144006F2010 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠 10.10
内用薬 2144006F2045 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 アスラーン錠１０ｍｇ 大原薬品工業 14.20
内用薬 2144006F2070 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 ロコプール錠１０ 沢井製薬 22.10
内用薬 2144006F2088 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 ロンゲリール錠１０ 日医工 15.70
内用薬 2144006F2118 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 15.70
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内用薬 2144006F2126 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 22.10
内用薬 2144006F3041 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 23.10
内用薬 2144006F3050 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 ロコプール錠２０ 沢井製薬 27.20
内用薬 2144006F3068 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 ロンゲリール錠２０ｍｇ 日医工 20.40
内用薬 2144006F3076 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 アスラーン錠２０ｍｇ 大原薬品工業 19.10
内用薬 2144006F3084 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 27.20
内用薬 2144006F3092 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 13.50
内用薬 2144007F1035 ベナゼプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 タツジピン錠２．５ｍｇ 辰巳化学 11.00
内用薬 2144007F1043 ベナゼプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ベナゼップ錠２．５ 沢井製薬 13.40
内用薬 2144007F2031 ベナゼプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベナゼップ錠５ 沢井製薬 27.70
内用薬 2144007F2040 ベナゼプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 タツジピン錠５ｍｇ 辰巳化学 17.60
内用薬 2144007F3038 ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 タツジピン錠１０ｍｇ 辰巳化学 41.20
内用薬 2144007F3046 ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベナゼップ錠１０ 沢井製薬 54.80
内用薬 2144008F1056 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 21.60
内用薬 2144008F1064 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 17.00
内用薬 2144008F1072 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 17.00
内用薬 2144008F1080 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 19.90
内用薬 2144008F1099 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 21.60
内用薬 2144008F1102 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
19.90

内用薬 2144008F1110 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 21.60
内用薬 2144008F1129 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 17.00
内用薬 2144008F1137 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 メディサ新薬 24.50
内用薬 2144008F1145 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 21.60
内用薬 2144008F1153 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 21.60
内用薬 2144008F1161 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 19.90
内用薬 2144008F1170 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 19.90
内用薬 2144008F1188 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 22.80
内用薬 2144008F2052 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 40.10
内用薬 2144008F2060 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 33.10
内用薬 2144008F2079 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 36.70
内用薬 2144008F2087 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 30.50
内用薬 2144008F2095 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 40.10
内用薬 2144008F2109 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
30.50

内用薬 2144008F2117 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 33.10
内用薬 2144008F2125 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 36.70
内用薬 2144008F2133 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 メディサ新薬 42.80
内用薬 2144008F2141 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 40.10
内用薬 2144008F2150 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 40.10
内用薬 2144008F2168 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 40.10
内用薬 2144008F2176 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 36.70
内用薬 2144008F2184 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 46.80
内用薬 2144008F3059 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 84.20
内用薬 2144008F3067 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 59.20
内用薬 2144008F3075 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 79.60
内用薬 2144008F3083 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 64.90
内用薬 2144008F3091 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 79.60
内用薬 2144008F3105 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
87.80

内用薬 2144008F3113 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 59.20
内用薬 2144008F3121 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 64.90
内用薬 2144008F3130 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 メディサ新薬 79.60
内用薬 2144008F3148 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 84.20
内用薬 2144008F3156 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 84.20
内用薬 2144008F3164 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 84.20
内用薬 2144008F3172 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 72.80
内用薬 2144008F3180 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 97.20
内用薬 2144009F1034 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 18.40
内用薬 2144009F1042 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 27.50
内用薬 2144009F1050 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 18.40
内用薬 2144009F1069 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 23.50
内用薬 2144009F1077 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 22.10
内用薬 2144009F1085 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 27.50
内用薬 2144009F1093 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 22.30
内用薬 2144009F1107 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 22.30
内用薬 2144009F1115 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「サンド」 サンド 18.40
内用薬 2144009F1123 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 23.50
内用薬 2144009F1131 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「タカタ」 ダイト 18.40
内用薬 2144009F1140 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 23.50
内用薬 2144009F1158 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「日医工」 日医工 18.40
内用薬 2144009F1166 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 25.70
内用薬 2144009F1174 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 25.70
内用薬 2144009F2030 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 43.60
内用薬 2144009F2049 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 53.20
内用薬 2144009F2057 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 39.70
内用薬 2144009F2065 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 48.20
内用薬 2144009F2073 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 46.00
内用薬 2144009F2081 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 43.60
内用薬 2144009F2090 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 39.70
内用薬 2144009F2103 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 43.60
内用薬 2144009F2111 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「サンド」 サンド 38.30
内用薬 2144009F2120 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 48.20
内用薬 2144009F2138 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「タカタ」 ダイト 43.60
内用薬 2144009F2146 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 48.20
内用薬 2144009F2154 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「日医工」 日医工 38.30
内用薬 2144009F2162 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 43.60
内用薬 2144009F2170 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 46.00
内用薬 2144009F3037 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 75.60
内用薬 2144009F3045 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 96.70
内用薬 2144009F3053 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 75.60
内用薬 2144009F3061 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 88.30
内用薬 2144009F3070 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 106.70
内用薬 2144009F3088 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 75.60
内用薬 2144009F3096 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 80.30
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内用薬 2144009F3100 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 88.30
内用薬 2144009F3118 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「サンド」 サンド 75.60
内用薬 2144009F3126 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 96.70
内用薬 2144009F3134 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「タカタ」 ダイト 88.30
内用薬 2144009F3142 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 96.70
内用薬 2144009F3150 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 88.30
内用薬 2144009F3169 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 80.30
内用薬 2144009F3177 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 96.70
内用薬 2144011F1040 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 15.20
内用薬 2144011F1058 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トラントーワ錠０．５ｍｇ 東和薬品 25.80
内用薬 2144011F1066 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 プレドリック錠０．５ 沢井製薬 25.80
内用薬 2144011F2046 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 19.10
内用薬 2144011F2054 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トラントーワ錠１ｍｇ 東和薬品 32.70
内用薬 2144011F2062 トランドラプリル １ｍｇ１錠 プレドリック錠１ 沢井製薬 32.70
内用薬 2144012F1036 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 コバスロー錠２ｍｇ 沢井製薬 41.40
内用薬 2144012F1052 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンシール錠２ｍｇ 東和薬品 41.40
内用薬 2144012F1079 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリル錠２ｍｇ「日医工」 日医工 39.10
内用薬 2144012F2032 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 コバスロー錠４ｍｇ 沢井製薬 72.20
内用薬 2144012F2059 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンシール錠４ｍｇ 東和薬品 72.20
内用薬 2144012F2075 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリル錠４ｍｇ「日医工」 日医工 67.50
内用薬 2149002F1063 プラゾシン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ダウナット錠０．５ｍｇ 大洋薬品工業 5.40
内用薬 2149002F2094 プラゾシン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ダウナット錠１ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2149009F1049 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 アスクール錠５０ 東和薬品 6.10
内用薬 2149009F1073 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 レスポリート錠５０ｍｇ 鶴原製薬 6.10
内用薬 2149009F2045 ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アスクール錠１００ 東和薬品 9.60
内用薬 2149009F2061 ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 レスポリート錠１００ｍｇ 鶴原製薬 10.80
内用薬 2149010F1050 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 シプセロン錠２０ 東和薬品 6.30
内用薬 2149010F1084 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 メトプリック錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 6.30
内用薬 2149010F1092 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 メルコモン錠２０ｍｇ 辰巳化学 6.30
内用薬 2149010F1114 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 セレクナート錠２０ｍｇ 長生堂製薬 6.30
内用薬 2149010F1122 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 メデピン錠２０ 沢井製薬 7.30
内用薬 2149010F1130 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ゼグミューラー錠２０ｍｇ 陽進堂 6.30
内用薬 2149010F2064 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 メデピン錠４０ 沢井製薬 7.40
内用薬 2149010F2110 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 シプセロン錠４０ 東和薬品 6.30
内用薬 2149010F2153 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 メトプリック錠４０ｍｇ 大洋薬品工業 6.30
内用薬 2149010F2170 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 セレクナート錠４０ｍｇ 長生堂製薬 6.30
内用薬 2149010F2200 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ゼグミューラー錠４０ｍｇ 陽進堂 6.30
内用薬 2149010F2218 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 6.30
内用薬 2149011N1024 ピンドロール ５ｍｇ１カプセル ブロクリン－Ｌカプセル５ｍｇ 高田製薬 28.50
内用薬 2149011N2020 ピンドロール １５ｍｇ１カプセル ブロクリン－Ｌカプセル１５ｍｇ 高田製薬 69.10
内用薬 2149014M1057 プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル サワタールＬＡカプセル６０ｍｇ 沢井製薬 36.40
内用薬 2149019B1016 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ニカルジピン塩酸塩１０％散 16.80
内用薬 2149019B1075 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ サリペックス散１０％ 日医工 25.50
内用薬 2149019F1034 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ツルセピン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2149019F1050 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニスタジール錠１０ 東和薬品 5.60
内用薬 2149019F1077 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 サリペックス錠１０ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2149019F1085 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルピン錠１０ 沢井製薬 5.60
内用薬 2149019F1093 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 コポネント錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2149019F1107 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 5.60
内用薬 2149019F1115 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 イセジピール錠１０ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 2149019F2081 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ツルセピン錠２０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2149019F2111 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルピン錠２０ 沢井製薬 5.60
内用薬 2149019F2146 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニスタジール錠２０ 東和薬品 5.60
内用薬 2149019F2200 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 コポネント錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2149019F2219 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 サリペックス錠２０ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2149019F2227 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジレート錠２０ｍｇ ニプロファーマ 5.80
内用薬 2149019F2235 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 イセジピール錠２０ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 2149019F2243 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 5.60
内用薬 2149019G1030 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカジルスＬ錠２０ シオノケミカル 6.30
内用薬 2149019G2036 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ニカジルスＬ錠４０ シオノケミカル 9.40
内用薬 2149019N1144 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル アポジピンＬカプセル２０ｍｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 2149019N1179 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル サリペックスＬＡカプセル２０ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2149019N2159 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル アポジピンＬカプセル４０ｍｇ 共和薬品工業 7.00
内用薬 2149019N2183 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル サリペックスＬＡカプセル４０ｍｇ 日医工 7.00
内用薬 2149022F1036 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニルジラート錠２ 沢井製薬 9.60
内用薬 2149022F1044 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ナフトジール錠２ 大洋薬品工業 9.60
内用薬 2149022F1052 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 トーワジール錠２ｍｇ 東和薬品 9.60
内用薬 2149022F1060 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 9.60
内用薬 2149022F1079 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 9.10
内用薬 2149022F2032 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニバディップ錠４ 日医工 16.30
内用薬 2149022F2040 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニルジラート錠４ 沢井製薬 16.30
内用薬 2149022F2059 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ナフトジール錠４ 大洋薬品工業 14.00
内用薬 2149022F2075 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 トーワジール錠４ｍｇ 東和薬品 16.30
内用薬 2149022F2083 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 14.00
内用薬 2149026F1034 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 カルバドゲン錠０．５ｍｇ 大洋薬品工業 10.60
内用薬 2149026F1042 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 タツゾシン錠０．５ｍｇ 辰巳化学 9.10
内用薬 2149026F1050 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 9.40
内用薬 2149026F1069 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 メシル酸ドキサゾシン錠０．５「ＭＥＥＫ」 小林化工 10.60
内用薬 2149026F1077 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 カズマリン錠０．５ｍｇ 日新製薬（山形） 9.60
内用薬 2149026F1085 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 カルメゾシン錠０．５ｍｇ 長生堂製薬 8.40
内用薬 2149026F1093 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 9.10
内用薬 2149026F1107 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 アルフロシン錠０．５ｍｇ ニプロジェネファ 9.10
内用薬 2149026F1115 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 カルドナン錠０．５ｍｇ メディサ新薬 13.30
内用薬 2149026F1123 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 9.20
内用薬 2149026F1131 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 7.10
内用薬 2149026F1140 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 9.60
内用薬 2149026F1158 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾン錠０．５ｍｇ 日医工 9.60
内用薬 2149026F1166 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドナシン錠０．５ｍｇ 東和薬品 9.20
内用薬 2149026F2030 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 アルフロシン錠１ｍｇ ニプロジェネファ 10.00
内用薬 2149026F2049 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 カズマリン錠１ｍｇ 日新製薬（山形） 15.10
内用薬 2149026F2057 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 カデメシン錠１ｍｇ 沢井製薬 15.10
内用薬 2149026F2065 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 カルバドゲン錠１ｍｇ 大洋薬品工業 11.90
内用薬 2149026F2073 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 カルメゾシン錠１ｍｇ 長生堂製薬 11.90
内用薬 2149026F2081 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 タツゾシン錠１ｍｇ 辰巳化学 9.10
内用薬 2149026F2090 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾン錠１ｍｇ 日医工 15.10
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内用薬 2149026F2103 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドナシン錠１ｍｇ 東和薬品 16.00
内用薬 2149026F2120 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 メシル酸ドキサゾシン錠１「ＭＥＥＫ」 小林化工 16.00
内用薬 2149026F2146 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 カルドナン錠１ｍｇ メディサ新薬 23.80
内用薬 2149026F2162 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシンＭ錠１「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 16.00
内用薬 2149026F2170 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 10.00
内用薬 2149026F2189 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 11.90
内用薬 2149026F2197 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 9.10
内用薬 2149026F3037 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 アルフロシン錠２ｍｇ ニプロジェネファ 17.10
内用薬 2149026F3045 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 カズマリン錠２ｍｇ 日新製薬（山形） 24.50
内用薬 2149026F3053 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 カデメシン錠２ｍｇ 沢井製薬 26.50
内用薬 2149026F3061 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 カルバドゲン錠２ｍｇ 大洋薬品工業 19.80
内用薬 2149026F3070 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 カルメゾシン錠２ｍｇ 長生堂製薬 19.80
内用薬 2149026F3088 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 タツゾシン錠２ｍｇ 辰巳化学 13.60
内用薬 2149026F3096 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾン錠２ｍｇ 日医工 26.50
内用薬 2149026F3100 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドナシン錠２ｍｇ 東和薬品 32.40
内用薬 2149026F3126 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 メシル酸ドキサゾシン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 32.40
内用薬 2149026F3142 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 カルドナン錠２ｍｇ メディサ新薬 42.40
内用薬 2149026F3169 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシンＭ錠２「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 32.40
内用薬 2149026F3177 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 17.10
内用薬 2149026F3185 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 24.50
内用薬 2149026F3193 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 13.60
内用薬 2149026F4033 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 カルバドゲン錠４ｍｇ 大洋薬品工業 56.10
内用薬 2149026F4041 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 タツゾシン錠４ｍｇ 辰巳化学 28.90
内用薬 2149026F4050 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 34.80
内用薬 2149026F4068 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 メシル酸ドキサゾシン錠４「ＭＥＥＫ」 小林化工 77.90
内用薬 2149026F4076 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 カズマリン錠４ｍｇ 日新製薬（山形） 44.20
内用薬 2149026F4084 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 カルメゾシン錠４ｍｇ 長生堂製薬 34.80
内用薬 2149026F4092 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 28.90
内用薬 2149026F4106 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 アルフロシン錠４ｍｇ ニプロジェネファ 28.90
内用薬 2149026F4114 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 カルドナン錠４ｍｇ メディサ新薬 77.90
内用薬 2149026F4122 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 64.50
内用薬 2149026F4130 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 44.20
内用薬 2149026F4149 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 44.20
内用薬 2149026F4157 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾン錠４ｍｇ 日医工 56.10
内用薬 2149026F4165 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドナシン錠４ｍｇ 東和薬品 64.50
内用薬 2149027F1039 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニカロット錠５ｍｇ 大正薬品工業 9.60
内用薬 2149027F1047 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 塩酸マニジピン錠５「タツミ」 辰巳化学 9.60
内用薬 2149027F1055 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 カオルトーン錠５ 日新製薬（山形） 9.90
内用薬 2149027F1063 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 カルバジン錠５ｍｇ 沢井製薬 11.40
内用薬 2149027F1071 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ジムロスト錠５ｍｇ 東和薬品 9.90
内用薬 2149027F1098 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジップ錠５ｍｇ 日医工 9.90
内用薬 2149027F1101 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 9.60
内用薬 2149027F1110 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジロット錠５ｍｇ 陽進堂 9.90
内用薬 2149027F1128 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 11.40
内用薬 2149027F2035 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 カオルトーン錠１０ 日新製薬（山形） 12.90
内用薬 2149027F2051 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 カルバジン錠１０ｍｇ 沢井製薬 19.10
内用薬 2149027F2078 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ジムロスト錠１０ｍｇ 東和薬品 17.00
内用薬 2149027F2094 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニカロット錠１０ｍｇ 大正薬品工業 12.90
内用薬 2149027F2108 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニジップ錠１０ 日医工 14.80
内用薬 2149027F2116 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニジロット錠１０ｍｇ 陽進堂 14.80
内用薬 2149027F2124 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 塩酸マニジピン錠１０「タツミ」 辰巳化学 10.50
内用薬 2149027F2132 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 12.90
内用薬 2149027F2140 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 12.90
内用薬 2149027F3031 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 カオルトーン錠２０ 日新製薬（山形） 23.00
内用薬 2149027F3058 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 カルバジン錠２０ｍｇ 沢井製薬 35.10
内用薬 2149027F3074 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ジムロスト錠２０ｍｇ 東和薬品 35.10
内用薬 2149027F3090 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニカロット錠２０ｍｇ 大正薬品工業 23.00
内用薬 2149027F3104 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニジップ錠２０ 日医工 25.50
内用薬 2149027F3112 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニジロット錠２０ｍｇ 陽進堂 25.50
内用薬 2149027F3120 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 塩酸マニジピン錠２０「タツミ」 辰巳化学 16.10
内用薬 2149027F3139 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 25.50
内用薬 2149027F3147 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 23.00
内用薬 2149029F1011 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩１００ｍｇ錠 13.70
内用薬 2149029F1038 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 スロンタクス錠１００ 東和薬品 16.70
内用薬 2149029F1046 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セプロブロック錠１００ 日医工 24.50
内用薬 2149029F1070 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 16.70

内用薬 2149029F1089 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 14.50
内用薬 2149029F2018 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩２００ｍｇ錠 25.20
内用薬 2149029F2034 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 スロンタクス錠２００ 東和薬品 29.50
内用薬 2149029F2042 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セプロブロック錠２００ 日医工 38.20
内用薬 2149031F1035 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロング錠５ｍｇ 大洋薬品工業 21.80
内用薬 2149031F1043 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタキール錠５ 沢井製薬 30.90
内用薬 2149031F1051 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ケフナン錠５ｍｇ 東和薬品 34.00
内用薬 2149031F1060 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 タルロング錠５ｍｇ 大正薬品工業 21.80
内用薬 2149031F2031 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 タルロング錠１０ｍｇ 大正薬品工業 32.80
内用薬 2149031F2040 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロング錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 32.80
内用薬 2149031F2066 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキール錠１０ 沢井製薬 56.20
内用薬 2149031F2074 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ケフナン錠１０ｍｇ 東和薬品 64.70
内用薬 2149032F1030 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アーチワン錠１０ 沢井製薬 32.40
内用薬 2149032F1048 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アニスト錠１０ 東和薬品 32.40
内用薬 2149032F1056 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アテノート錠１０ 大洋薬品工業 26.00
内用薬 2149032F1064 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 26.00
内用薬 2149032F1072 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０「タツミ」 辰巳化学 26.00
内用薬 2149032F1080 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 26.00
内用薬 2149032F1099 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 32.40
内用薬 2149032F1102 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 26.00
内用薬 2149032F2036 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アーチワン錠２０ 沢井製薬 61.70
内用薬 2149032F2044 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 アニスト錠２０ 東和薬品 61.70
内用薬 2149032F2052 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アテノート錠２０ 大洋薬品工業 43.90
内用薬 2149032F2079 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０「タツミ」 辰巳化学 43.90
内用薬 2149032F2087 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 43.90
内用薬 2149032F2095 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 61.70
内用薬 2149032F2109 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 43.90
内用薬 2149035F1041 フェロジピン ２．５ｍｇ１錠 カトラジール錠２．５ｍｇ 大洋薬品工業 9.50
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内用薬 2149035F2048 フェロジピン ５ｍｇ１錠 カトラジール錠５ｍｇ 大洋薬品工業 18.20
内用薬 2149037F1059 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 22.40
内用薬 2149037F1067 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 20.60
内用薬 2149037F1075 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 20.60
内用薬 2149037F1083 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 22.40
内用薬 2149037F1091 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 20.60
内用薬 2149037F2055 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 42.00
内用薬 2149037F2063 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 38.10
内用薬 2149037F2071 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 38.10
内用薬 2149037F2080 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 44.50
内用薬 2149037F2098 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 38.10
内用薬 2160002F1036 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 アバルナート錠２ 東和薬品 12.10
内用薬 2160002F1052 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 メトドリン錠２ 沢井製薬 19.00
内用薬 2160002F1060 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ナチルジン錠２ｍｇ 大洋薬品工業 12.10
内用薬 2160002F1079 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 シュプレース錠２ｍｇ 大原薬品工業 15.40
内用薬 2160002F1087 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 12.10
内用薬 2160350F1269 ジヒドロエルゴタミンメシル

酸塩
１ｍｇ１錠 ジヒデルゴット錠１ｍｇ ノバルティス

ファーマ
15.90

内用薬 2160350F1307 ジヒドロエルゴタミンメシル
酸塩

１ｍｇ１錠 ヒポラール錠１ｍｇ あすか製薬 14.60

内用薬 2160350F1315 ジヒドロエルゴタミンメシル
酸塩

１ｍｇ１錠 パンエルゴット錠１ｍｇ イセイ 5.60

内用薬 2171005F1076 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 コロンメン錠「５０」 辰巳化学 5.60
内用薬 2171005F1157 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 スプラン錠５０ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2171005F1262 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 タンタリック錠５０ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 2171005F1270 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 2171005F1289 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 スミドルミン錠５０ｍｇ 寿製薬 5.60
内用薬 2171005F1300 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 トルクシール錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2171005F2030 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 スプラン錠１００ｍｇ 日医工 6.10
内用薬 2171005F2099 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.10
内用薬 2171005F2102 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 タンタリック錠１００ｍｇ 沢井製薬 6.10
内用薬 2171005F2110 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 コロンメン錠「１００」 辰巳化学 6.10
内用薬 2171005F2129 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 トルクシール錠１００ｍｇ 日新製薬（山形） 6.10
内用薬 2171006F1054 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 コーレン 東邦新薬 5.60
内用薬 2171006F1216 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 セレスナット錠３０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2171006F1267 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ヨウチアゼム錠３０ｍｇ 陽進堂 5.60
内用薬 2171006F1275 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 5.60
内用薬 2171006F1283 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ヘマレキート錠３０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2171006F1291 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 コロヘルサー錠３０ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2171006F1305 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 5.60
内用薬 2171006F1313 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2171006F1321 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.60
内用薬 2171006F1330 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ミオカルジー錠３０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2171006F2050 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ミオカルジー錠６０ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2171006F2069 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 コロヘルサー錠６０ｍｇ 日医工 9.30
内用薬 2171006F2077 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 9.30
内用薬 2171006F2085 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 セレスナット錠６０ｍｇ 東和薬品 9.30
内用薬 2171006F2093 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ヨウチアゼム錠６０ｍｇ 陽進堂 9.30
内用薬 2171006F2107 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 9.30
内用薬 2171006F2115 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 9.30
内用薬 2171006F2123 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 9.30
内用薬 2171006F2131 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ヘマレキート錠６０ｍｇ 鶴原製薬 9.30
内用薬 2171006N1067 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ルチアノンカプセルＲ１００ 佐藤薬品工業 23.80
内用薬 2171006N1121 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル コロヘルサーＲカプセル１００ｍｇ 日医工 14.60
内用薬 2171006N1148 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 17.90

内用薬 2171006N2047 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル コロヘルサーＲカプセル２００ｍｇ 日医工 29.70
内用薬 2171006N2055 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル２００ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 35.10

内用薬 2171006N2063 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ルチアノンカプセルＲ２００ 佐藤薬品工業 43.00
内用薬 2171008F1088 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 6.30
内用薬 2171008F1096 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ホルミトール錠４０ｍｇ 寿製薬 6.30
内用薬 2171008F1100 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 マゴチロン錠４０ｍｇ 鶴原製薬 6.30
内用薬 2171008F1118 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 6.30
内用薬 2171010B1059 ジピリダモール １２．５％１ｇ アンギナール散１２．５％ 長生堂製薬 26.50
内用薬 2171010C1046 ジピリダモール １２．５％１ｇ パムゼン細粒 東邦新薬 11.80
内用薬 2171010F1395 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 アンギナール錠１２．５ｍｇ 長生堂製薬 5.70
内用薬 2171010F1425 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１２．５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.00
内用薬 2171010F2065 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 アンギナール錠２５ｍｇ 長生堂製薬 5.70
内用薬 2171010F2111 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 コロナモール錠２５ 日医工 5.40
内用薬 2171010F2324 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ニチリダモール錠２５ 日新製薬（山形） 5.40
内用薬 2171010F2375 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ピロアン錠２５ 東和薬品 5.40
内用薬 2171010F2456 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ペルミルチン錠２５ 全星薬品工業 5.40
内用薬 2171010F2499 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ヨウリダモール錠２５ 陽進堂 5.40
内用薬 2171010F2545 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 グリオスチン錠２５ 大洋薬品工業 5.40
内用薬 2171010F2596 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬       5.40
内用薬 2171010F2600 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 サンペル錠２５ｍｇ 三恵薬品 5.40
内用薬 2171010F3037 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ピロアン錠１００ 東和薬品 5.90
内用薬 2171010F3045 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ペルチスタン錠１００ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2171011G1131 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 ジアセラＬ錠２０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2171011G1140 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 サワドールＬ錠２０ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 2171011G1174 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 Ｌ－オーネスゲン錠２０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2171011N1114 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル カリアントＳＲカプセル２０ｍｇ 全星薬品工業 7.00
内用薬 2171011N1122 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル イソコロナールＲカプセル２０ｍｇ 佐藤薬品工業 5.90
内用薬 2171012F1025 トラピジル ５０ｍｇ１錠 エステリノール錠５０ｍｇ 高田製薬 5.60
内用薬 2171012F1068 トラピジル ５０ｍｇ１錠 セオアニン錠５０ 日医工ファーマ 5.60
内用薬 2171012F1165 トラピジル ５０ｍｇ１錠 アンギクロメン錠５０ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2171012F1190 トラピジル ５０ｍｇ１錠 カルナコール錠５０ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 2171012F1203 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 2171012F2030 トラピジル １００ｍｇ１錠 エステリノール錠１００ｍｇ 高田製薬 12.90
内用薬 2171012F2102 トラピジル １００ｍｇ１錠 セオアニン錠１００ 日医工ファーマ 5.60
内用薬 2171012F2340 トラピジル １００ｍｇ１錠 アンギクロメン錠１００ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2171012F2358 トラピジル １００ｍｇ１錠 カルナコール錠１００ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 2171012F2366 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 2171012F2374 トラピジル １００ｍｇ１錠 ペルカラート錠１００ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 2171014C1044 ニフェジピン １％１ｇ セパミット細粒１％ ＭＳＤ 19.10
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薬価基準収
載医薬品

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

内用薬 2171014C1052 ニフェジピン １％１ｇ アテネラート細粒１％ 鶴原製薬 6.20
内用薬 2171014F1083 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 カサンミル錠１０ｍｇ 全星薬品工業 5.60
内用薬 2171014F1105 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アテネラート錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2171014G1046 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 カサンミルＳ錠１０ 全星薬品工業 5.60
内用薬 2171014G1070 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 コリネールＬ錠１０ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2171014G1097 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェスロー錠１０ｍｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 2171014G1127 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニレーナＬ錠１０ｍｇ 三和化学研究所 5.60
内用薬 2171014G1135 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ラミタレートＬ錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2171014G1143 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェラートＬ錠１０ 大正薬品工業 5.60
内用薬 2171014G1151 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ヘルラートＬ錠１０ 京都薬品工業 5.60
内用薬 2171014G1186 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 シオペルミンＬ錠１０ シオノケミカル 5.60
内用薬 2171014G1194 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 キサラートＬ錠１０ｍｇ サンド 5.60
内用薬 2171014G1224 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 トーワラートＬ錠１０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2171014G1232 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.60
内用薬 2171014G1240 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アテネラートＬ錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2171014G2018 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン２０ｍｇ徐放錠 5.60
内用薬 2171014G2131 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニレーナＬ錠２０ｍｇ 三和化学研究所 11.40
内用薬 2171014G2140 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ヘルラートＬ錠２０ 京都薬品工業 8.70
内用薬 2171014G2280 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 6.10
内用薬 2171014G3030 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 トーワラートＣＲ錠１０ｍｇ 東和薬品 10.90
内用薬 2171014G3049 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠１０ 全星薬品工業 9.80
内用薬 2171014G3057 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 コリネールＣＲ錠１０ 日医工 9.80
内用薬 2171014G3065 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 9.80
内用薬 2171014G3073 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 9.80
内用薬 2171014G4037 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 トーワラートＣＲ錠２０ｍｇ 東和薬品 19.60
内用薬 2171014G4045 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠２０ 全星薬品工業 17.10
内用薬 2171014G4053 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 コリネールＣＲ錠２０ 日医工 17.10
内用薬 2171014G4061 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 17.10
内用薬 2171014G4070 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 17.10
内用薬 2171014G5033 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠４０ 全星薬品工業 31.90
内用薬 2171014G5041 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 トーワラートＣＲ錠４０ｍｇ 東和薬品 37.10
内用薬 2171014G5050 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 コリネールＣＲ錠４０ 日医工 31.90
内用薬 2171014G5068 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 31.90
内用薬 2171014G5076 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 31.90
内用薬 2171014M1023 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル アタナールカプセル５ 東洋カプセル 5.60
内用薬 2171014M1120 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.60
内用薬 2171014M1139 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェラートカプセル５ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 2171014M1147 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル アテネラートソフトカプセル５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2171014M1155 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル カサンミルカプセル５ｍｇ 全星薬品工業 5.60
内用薬 2171014M2267 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェラートカプセル１０ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 2171014M2275 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル アタナールカプセル１０ 東洋カプセル 5.60
内用薬 2171014M2291 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.60
内用薬 2171014N1037 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル エマベリンＬカプセル１０ｍｇ 高田製薬 19.10
内用薬 2171014N3021 ニフェジピン １５ｍｇ１カプセル エマベリンＬカプセル１５ｍｇ 高田製薬 28.80
内用薬 2171014N4028 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル エマベリンＬカプセル５ｍｇ 高田製薬 13.30
内用薬 2171017F2075 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シルビノール錠５ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2171017F2091 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジス錠５ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2171017F2105 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランタ錠５ メディサ新薬 6.00
内用薬 2171017F2148 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランマート錠５ｍｇ 東和薬品 7.80
内用薬 2171018K1039 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 日本化薬 14.50
内用薬 2171019F1035 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 リオハード錠５ｍｇ 大洋薬品工業 13.40
内用薬 2171019F1043 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニノバルシン錠５ｍｇ 長生堂製薬 9.60
内用薬 2171019F1060 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソミナード錠５ｍｇ 陽進堂 16.50
内用薬 2171019F1086 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「ニッシン」 日新製薬（山形） 9.60
内用薬 2171019F1094 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 16.50
内用薬 2171019F2031 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 リオハード錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 23.60
内用薬 2171019F2040 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニノバルシン錠１０ｍｇ 長生堂製薬 16.80
内用薬 2171019F2058 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ニッシン」 日新製薬（山形） 19.90
内用薬 2171019F2066 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソミナード錠１０ｍｇ 陽進堂 28.10
内用薬 2171019F2074 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 28.10
内用薬 2171020F1011 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠 6.30
内用薬 2171020F1038 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレナール錠５ｍｇ 日医工 9.60
内用薬 2171020F1089 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 エレナール錠５ｍｇ 三和化学研究所 8.70
内用薬 2171020F1208 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ヒシロミン錠５ ニプロファーマ 8.60
内用薬 2171020F2018 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠 9.60
内用薬 2171020F2034 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 ニトレナール錠１０ｍｇ 日医工 14.80
内用薬 2171021C1028 ベニジピン塩酸塩 ０．４％１ｇ 塩酸ベニジピン細粒０．４％「ＭＥＥＫ」 小林化工 59.20
内用薬 2171021F1032 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 15.10
内用薬 2171021F1040 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２　ＮＴ ニプロジェネファ 13.50
内用薬 2171021F1067 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 20.30
内用薬 2171021F1075 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 15.10
内用薬 2171021F1083 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２「ＴＣＫ」 辰巳化学 11.60
内用薬 2171021F1091 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 15.10
内用薬 2171021F1105 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 17.20
内用薬 2171021F1113 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 17.20
内用薬 2171021F1121 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 13.50
内用薬 2171021F1130 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「日医工」 日医工 17.20
内用薬 2171021F1148 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニトーワ錠２ｍｇ 東和薬品 20.30
内用薬 2171021F1156 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 コニプロス錠２ｍｇ 日新製薬（山形） 20.30
内用薬 2171021F1164 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 24.40
内用薬 2171021F1172 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 21.80
内用薬 2171021F1180 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 13.50
内用薬 2171021F1199 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 13.50
内用薬 2171021F1202 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメディ

オ
15.10

内用薬 2171021F1210 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 11.60
内用薬 2171021F1229 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 13.50
内用薬 2171021F2047 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４「ＭＥＥＫ」 小林化工 26.70
内用薬 2171021F2055 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４　ＮＴ ニプロジェネファ 22.60
内用薬 2171021F2063 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
22.60

内用薬 2171021F2098 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 コニプロス錠４ｍｇ 日新製薬（山形） 30.20
内用薬 2171021F2101 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 34.90
内用薬 2171021F2110 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 26.70
内用薬 2171021F2128 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４「ＴＣＫ」 辰巳化学 18.80
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内用薬 2171021F2136 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 22.60
内用薬 2171021F2144 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 30.20
内用薬 2171021F2152 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 30.20
内用薬 2171021F2160 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 22.60
内用薬 2171021F2179 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 30.20
内用薬 2171021F2187 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニトーワ錠４ｍｇ 東和薬品 38.20
内用薬 2171021F2195 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 43.00
内用薬 2171021F2209 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 34.90
内用薬 2171021F2217 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 30.20
内用薬 2171021F2225 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 20.00
内用薬 2171021F2233 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 20.00
内用薬 2171021F2241 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 20.00
内用薬 2171021F3035 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８「ＴＣＫ」 辰巳化学 36.30
内用薬 2171021F3043 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 56.30
内用薬 2171021F3051 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８　ＮＴ ニプロジェネファ 36.30
内用薬 2171021F3060 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 コニプロス錠８ｍｇ 日新製薬（山形） 68.00
内用薬 2171021F3078 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 68.00
内用薬 2171021F3086 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 72.40
内用薬 2171021F3094 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 72.40
内用薬 2171021F3108 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 36.30
内用薬 2171021F3116 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 63.90
内用薬 2171021F3124 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 49.40
内用薬 2171021F3132 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「日医工」 日医工 56.30
内用薬 2171021F3140 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニトーワ錠８ｍｇ 東和薬品 68.00
内用薬 2171021F3159 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 56.30
内用薬 2171021F3167 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８「ＭＥＥＫ」 小林化工 49.40
内用薬 2171021F3175 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 36.30
内用薬 2171021F3183 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメディ

オ
36.30

内用薬 2171021F3191 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 36.30
内用薬 2171021F3205 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 36.30
内用薬 2171021F3213 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 36.30
内用薬 2171022F1053 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 13.50
内用薬 2171022F1061 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザ

イ
18.70

内用薬 2171022F1088 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 18.70
内用薬 2171022F1096 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 20.00
内用薬 2171022F1100 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 20.00
内用薬 2171022F1118 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 20.00
内用薬 2171022F1126 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 15.80
内用薬 2171022F1134 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 22.70
内用薬 2171022F1142 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
15.80

内用薬 2171022F1169 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 13.50
内用薬 2171022F1177 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 18.70
内用薬 2171022F1185 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 15.80
内用薬 2171022F1193 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 20.00
内用薬 2171022F1207 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 20.00
内用薬 2171022F1215 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 22.70
内用薬 2171022F1223 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 13.50
内用薬 2171022F1231 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 18.70
内用薬 2171022F1240 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「科研」 ダイト 15.80
内用薬 2171022F1258 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 13.50
内用薬 2171022F1266 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 20.00
内用薬 2171022F1274 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「コーワ」 救急薬品工業 20.00
内用薬 2171022F1282 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 20.00
内用薬 2171022F1290 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 15.80
内用薬 2171022F1304 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 20.00
内用薬 2171022F1312 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 15.80
内用薬 2171022F1320 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 20.00
内用薬 2171022F1339 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 20.00
内用薬 2171022F1347 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 22.70
内用薬 2171022F1355 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 18.70
内用薬 2171022F1363 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 15.80
内用薬 2171022F1371 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 15.80
内用薬 2171022F1380 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
18.70

内用薬 2171022F1398 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 13.50
内用薬 2171022F1401 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 22.70
内用薬 2171022F1410 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 9.60
内用薬 2171022F2050 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 23.10
内用薬 2171022F2068 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザ

イ
34.80

内用薬 2171022F2084 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 37.60
内用薬 2171022F2092 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 37.60
内用薬 2171022F2106 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 42.00
内用薬 2171022F2114 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 37.60
内用薬 2171022F2122 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 28.00
内用薬 2171022F2130 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 42.00
内用薬 2171022F2149 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
30.90

内用薬 2171022F2165 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 23.10
内用薬 2171022F2173 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 30.90
内用薬 2171022F2181 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 28.00
内用薬 2171022F2190 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 37.60
内用薬 2171022F2203 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 34.80
内用薬 2171022F2211 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 42.00
内用薬 2171022F2220 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 23.10
内用薬 2171022F2238 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 34.80
内用薬 2171022F2246 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 30.90
内用薬 2171022F2254 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 23.10
内用薬 2171022F2262 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 37.60
内用薬 2171022F2270 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「コーワ」 救急薬品工業 37.60
内用薬 2171022F2289 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 37.60
内用薬 2171022F2297 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 30.90
内用薬 2171022F2300 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 34.80
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内用薬 2171022F2319 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 30.90
内用薬 2171022F2327 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 37.60
内用薬 2171022F2335 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 37.60
内用薬 2171022F2343 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 42.00
内用薬 2171022F2351 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 34.80
内用薬 2171022F2360 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 30.90
内用薬 2171022F2378 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 28.00
内用薬 2171022F2386 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
34.80

内用薬 2171022F2394 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 23.10
内用薬 2171022F2408 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 42.00
内用薬 2171022F2416 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 15.50
内用薬 2171022F3030 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 22.70
内用薬 2171022F3056 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 20.00
内用薬 2171022F3064 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメディ

オ
15.80

内用薬 2171022F3072 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 15.80
内用薬 2171022F3080 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 22.70
内用薬 2171022F3099 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 13.50
内用薬 2171022F3110 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 15.80
内用薬 2171022F3129 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 15.80
内用薬 2171022F3137 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 20.00
内用薬 2171022F3145 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 20.00
内用薬 2171022F3153 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「科研」 大興製薬 20.00
内用薬 2171022F3161 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 20.00
内用薬 2171022F3170 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 20.00
内用薬 2171022F3188 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 15.80
内用薬 2171022F3196 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 15.80
内用薬 2171022F3200 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 15.80
内用薬 2171022F3218 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 18.70
内用薬 2171022F3226 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 15.80
内用薬 2171022F3234 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
18.70

内用薬 2171022F3242 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤフィルム２．５ｍｇ「興和テ
バ」

救急薬品工業 20.00

内用薬 2171022F3250 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザ
イ

18.70

内用薬 2171022F3269 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 20.00
内用薬 2171022F3277 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 13.50
内用薬 2171022F3285 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 15.80
内用薬 2171022F4036 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 42.00
内用薬 2171022F4052 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 37.60
内用薬 2171022F4060 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメディ

オ
30.90

内用薬 2171022F4079 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 28.00
内用薬 2171022F4087 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 42.00
内用薬 2171022F4095 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 23.10
内用薬 2171022F4117 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 28.00
内用薬 2171022F4125 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 30.90
内用薬 2171022F4133 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 37.60
内用薬 2171022F4141 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 34.80
内用薬 2171022F4150 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 大興製薬 34.80
内用薬 2171022F4168 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 37.60
内用薬 2171022F4176 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 37.60
内用薬 2171022F4184 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 サンド 30.90
内用薬 2171022F4192 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 28.00
内用薬 2171022F4206 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 30.90
内用薬 2171022F4214 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 34.80
内用薬 2171022F4222 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 30.90
内用薬 2171022F4230 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
34.80

内用薬 2171022F4249 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ「興和テバ」 救急薬品工業 37.60
内用薬 2171022F4257 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザ

イ
34.80

内用薬 2171022F4265 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 42.00
内用薬 2171022F4273 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 23.10
内用薬 2171022F4281 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 28.00
内用薬 2171022Q1020 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 16.60
内用薬 2171022Q1046 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 22.00
内用薬 2171022Q1054 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 22.00
内用薬 2171022Q1062 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 17.90

内用薬 2171022Q2026 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 31.20
内用薬 2171022Q2042 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 41.00
内用薬 2171022Q2050 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 42.50
内用薬 2171022Q2069 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 33.70
内用薬 2171023F1031 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 アイロクール錠１０ 沢井製薬 5.60
内用薬 2171023F1040 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 イソニトール錠１０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2171023F1058 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 ソプレロール錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2171023F1066 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 タイシロール錠１０ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 2171023F1074 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2171023F2038 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 タイシロール錠２０ｍｇ 大正薬品工業 6.00
内用薬 2171023F2046 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイスラール錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 6.80
内用薬 2171023F2062 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 ソプレロール錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 7.60
内用薬 2171023F2089 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイロクール錠２０ 沢井製薬 6.80
内用薬 2171023F2100 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 イソニトール錠２０ｍｇ 東和薬品 7.60
内用薬 2171023F2119 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 6.80
内用薬 2172001F1202 イノシトールヘキサニコチン

酸エステル
２００ｍｇ１錠 ニコキサチン錠２００ｍｇ 扶桑薬品工業 5.90

内用薬 2183005G1013 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラート徐放錠 8.00
内用薬 2183005G1048 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザテートＳＲ錠２００ 沢井製薬 9.60
内用薬 2183005G1072 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザレックスＳＲ錠２００ メディサ新薬 16.70
内用薬 2183005G1080 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベスタリットＬ錠２００ 大洋薬品工業 9.60
内用薬 2183005G1099 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ミデナールＬ錠２００ シオノケミカル 11.80
内用薬 2183005G1269 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 9.60
内用薬 2183005G2044 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザテートＳＲ錠１００ 沢井製薬 6.30
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内用薬 2183005G2052 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザレックスＳＲ錠１００ メディサ新薬 10.40
内用薬 2183005G2060 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベスタリットＬ錠１００ 大洋薬品工業 7.20
内用薬 2183005G2087 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザスターＳＲ錠１００ 東和薬品 6.30
内用薬 2183005G2109 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 6.30
内用薬 2183005G2117 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 アニベソールＳＲ錠１００ 全星薬品工業 6.30
内用薬 2183005G2125 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 6.30
内用薬 2183006M3049 フェノフィブラート ６７ｍｇ１カプセル フェノフィブラートカプセル６７ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 21.00

内用薬 2183006M4045 フェノフィブラート １００ｍｇ１カプセル フェノフィブラートカプセル１００ｍｇ「ＫＴ
Ｂ」

寿製薬 27.00

内用薬 2189001F1226 エラスターゼ １，８００単位１錠 エルモナーゼ錠１８００ 東和薬品 5.80
内用薬 2189002M1238 ソイステロール ２００ｍｇ１カプセル トコオールカプセル２００ｍｇ ニプロファーマ 5.60
内用薬 2189006M1058 ポリエンホスファチジルコリ

ン
２５０ｍｇ１カプセル ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ アルフレッサファー

マ
8.60

内用薬 2189008F1295 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 ダウンオイール錠２５０ｍｇ ニプロジェネファ 6.10
内用薬 2189008F1317 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 サクベルコート錠２５０ｍｇ 日医工 6.40
内用薬 2189008F1325 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 プロスエード錠２５０ｍｇ 沢井製薬 7.50
内用薬 2189008F1333 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 プロブコール錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.40
内用薬 2189008F1368 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 クラフェデン錠２５０ｍｇ イセイ 7.50
内用薬 2189008F1384 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 フッコラート錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 6.40
内用薬 2189008F1406 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 ライドラース錠２５０ｍｇ 日新製薬（山形） 6.40
内用薬 2189008F1414 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ワニール錠２５０ｍｇ 原沢製薬工業 6.40
内用薬 2189008F1422 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 ピヨコール錠２５０ｍｇ 陽進堂 6.40
内用薬 2189010C1040 プラバスタチンナトリウム ０．５％１ｇ 局 メバトルテ細粒０．５％ 大正薬品工業 31.40
内用薬 2189010C2039 プラバスタチンナトリウム １％１ｇ 局 メバトルテ細粒１％ 大正薬品工業 55.90
内用薬 2189010F1047 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバメイト錠５ｍｇ 大原薬品工業 14.90
内用薬 2189010F1055 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 17.30
内用薬 2189010F1063 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５「ＫＮ」 小林化工 19.20
内用薬 2189010F1071 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバチン錠５ 沢井製薬 22.60
内用薬 2189010F1080 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠「陽進」５ｍｇ 陽進堂 17.30
内用薬 2189010F1098 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 メバトルテ錠５ 大正薬品工業 19.20
内用薬 2189010F1110 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 アルセチン錠５ 大洋薬品工業 19.20
内用薬 2189010F1128 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 タツプラミン錠５ｍｇ 辰巳化学 19.20
内用薬 2189010F1144 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 メバレクト錠５ｍｇ 東菱薬品工業 22.60
内用薬 2189010F1160 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 マイバスタン錠５ｍｇ 東和薬品 29.20
内用薬 2189010F1179 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 メバリッチ錠５ 日新製薬（山形） 26.90
内用薬 2189010F1187 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 メバン錠５ 日医工 22.60
内用薬 2189010F1195 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタン錠５ 日本薬品工業 29.20
内用薬 2189010F1209 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 コレリット錠５ｍｇ 扶桑薬品工業 19.20
内用薬 2189010F1225 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラメバン錠５ 日医工ファーマ 14.90
内用薬 2189010F1233 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プロバチン錠５ メディサ新薬 22.60
内用薬 2189010F1241 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「チョーセイ」 長生堂製薬 22.60
内用薬 2189010F1250 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 14.90

内用薬 2189010F1268 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバピーク錠５ｍｇ キョーリンリメディ
オ

14.90

内用薬 2189010F1276 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 リダックＭ錠５ サンノーバ 26.90
内用薬 2189010F1284 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 メバリリン錠５ ケミックス 14.90
内用薬 2189010F1292 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 14.90
内用薬 2189010F1306 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 14.90
内用薬 2189010F1314 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「ＫＨ」 マイラン製薬 22.60
内用薬 2189010F1322 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 22.60
内用薬 2189010F1330 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 22.60
内用薬 2189010F2019 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム１０ｍｇ錠 19.10
内用薬 2189010F2035 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバメイト錠１０ｍｇ 大原薬品工業 32.80
内用薬 2189010F2043 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 32.80
内用薬 2189010F2051 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 メバリリン錠１０ ケミックス 21.10
内用薬 2189010F2060 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０「ＫＮ」 小林化工 38.00
内用薬 2189010F2078 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバチン錠１０ 沢井製薬 43.00
内用薬 2189010F2086 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 リダックＭ錠１０ サンノーバ 47.90
内用薬 2189010F2094 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠「陽進」１０ｍｇ 陽進堂 32.80

内用薬 2189010F2108 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 メバトルテ錠１０ 大正薬品工業 32.80
内用薬 2189010F2124 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 アルセチン錠１０ 大洋薬品工業 38.00
内用薬 2189010F2132 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 タツプラミン錠１０ｍｇ 辰巳化学 32.80
内用薬 2189010F2167 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 メバレクト錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 47.90
内用薬 2189010F2183 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 マイバスタン錠１０ｍｇ 東和薬品 60.20
内用薬 2189010F2191 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 メバリッチ錠１０ 日新製薬（山形） 47.90
内用薬 2189010F2205 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 メバン錠１０ 日医工 43.00
内用薬 2189010F2213 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 プラバスタン錠１０ 日本薬品工業 55.10
内用薬 2189010F2221 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 コレリット錠１０ｍｇ 扶桑薬品工業 38.00
内用薬 2189010F2256 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラメバン錠１０ 日医工ファーマ 25.20
内用薬 2189010F2264 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プロバチン錠１０ メディサ新薬 47.90
内用薬 2189010F2272 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「チョーセイ」 長生堂製薬 38.00

内用薬 2189010F2280 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバピーク錠１０ｍｇ キョーリンリメディ
オ

25.20

内用薬 2189010F2302 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 43.00

内用薬 2189010F2310 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「ＫＨ」 マイラン製薬 43.00
内用薬 2189010F2329 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 25.20
内用薬 2189010F2345 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 47.90
内用薬 2189010F2353 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 43.00
内用薬 2189011F1033 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 35.70
内用薬 2189011F1041 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 30.90
内用薬 2189011F1050 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５「ＭＥＥＫ」 小林化工 51.70
内用薬 2189011F1068 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポコバン錠５ 日医工ファーマ 30.90
内用薬 2189011F1076 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 ラミアン錠５ｍｇ 大正薬品工業 74.40
内用薬 2189011F1084 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポザート錠５ 大洋薬品工業 30.90
内用薬 2189011F1092 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポバトール錠５ キョーリンリメディ

オ
30.90

内用薬 2189011F1106 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポブロック錠５ｍｇ 東和薬品 69.20
内用薬 2189011F1114 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポオフ錠５ 日医工 51.70
内用薬 2189011F1122 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポダウン錠５ メディサ新薬 51.70
内用薬 2189011F1149 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンスタチン錠５ｍｇ 陽進堂 46.00
内用薬 2189011F1157 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポアウト錠５ 沢井製薬 60.40



区分
薬価基準収
載医薬品

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

内用薬 2189011F1165 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポラＭ錠５ サンノーバ 46.00
内用薬 2189011F1181 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 46.00
内用薬 2189011F1190 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 60.40
内用薬 2189011F1203 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 51.70
内用薬 2189011F2030 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 71.30
内用薬 2189011F2056 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポザート錠１０ 大洋薬品工業 89.50
内用薬 2189011F2064 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポダウン錠１０ メディサ新薬 133.80
内用薬 2189011F2072 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポブロック錠１０ｍｇ 東和薬品 143.30
内用薬 2189011F2080 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０「ＭＥＥＫ」 小林化工 133.80
内用薬 2189011F2099 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポオフ錠１０ 日医工 103.90
内用薬 2189011F2102 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 71.30
内用薬 2189011F2110 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 71.30
内用薬 2189011F2129 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポバトール錠１０ キョーリンリメディ

オ
63.90

内用薬 2189011F2137 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンスタチン錠１０ｍｇ 陽進堂 89.50
内用薬 2189011F2145 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 89.50
内用薬 2189011F2153 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 103.90
内用薬 2189011F2161 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 63.90
内用薬 2189011F2170 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 133.80
内用薬 2189011F3036 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 218.50
内用薬 2189011F3052 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０「ＭＥＥＫ」 小林化工 218.50
内用薬 2189011F3060 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 189.80
内用薬 2189011F3079 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 168.70
内用薬 2189011F3087 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 リポバトール錠２０ キョーリンリメディ

オ
135.80

内用薬 2189011F3095 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 218.50
内用薬 2189011F3109 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 189.80
内用薬 2189011F3117 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 リポブロック錠２０ｍｇ 東和薬品 256.40
内用薬 2189011F3125 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンスタチン錠２０ｍｇ 陽進堂 189.80
内用薬 2189011F3133 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 189.80
内用薬 2189011F3141 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 189.80
内用薬 2189011F3150 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 135.80
内用薬 2189011F3168 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 リポザート錠２０ 大洋薬品工業 135.80
内用薬 2189012F1038 フルバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 25.20
内用薬 2189012F1046 フルバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 25.20
内用薬 2189012F1054 フルバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 25.20
内用薬 2189012F1062 フルバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 26.80
内用薬 2189012F2034 フルバスタチンナトリウム ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 47.60
内用薬 2189012F2042 フルバスタチンナトリウム ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 47.60
内用薬 2189012F2050 フルバスタチンナトリウム ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 47.60
内用薬 2189012F2069 フルバスタチンナトリウム ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 51.40
内用薬 2189012F3030 フルバスタチンナトリウム ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 69.50
内用薬 2189012F3049 フルバスタチンナトリウム ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 69.50
内用薬 2189012F3057 フルバスタチンナトリウム ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 69.50
内用薬 2189012F3065 フルバスタチンナトリウム ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 76.20
内用薬 2189015F1031 アトルバスタチンカルシウム

水和物
５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザ

イ
40.10

内用薬 2189015F1040 アトルバスタチンカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 40.10

内用薬 2189015F1058 アトルバスタチンカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 40.10

内用薬 2189015F1066 アトルバスタチンカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 40.10

内用薬 2189015F1074 アトルバスタチンカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 40.10

内用薬 2189015F2038 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザ
イ

76.50

内用薬 2189015F2046 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 76.50

内用薬 2189015F2054 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 76.50

内用薬 2189015F2062 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 76.50

内用薬 2189015F2070 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 76.50

内用薬 2190003F1129 メクロフェノキサート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ※ メクロサート錠（寿） 寿製薬 5.50
内用薬 2190005C1059 イフェンプロジル酒石酸塩 ４％１ｇ リンブレーン細粒４％ 辰巳化学 9.00
内用薬 2190005F1020 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 アポノール錠１０ あすか製薬 5.60
内用薬 2190005F1098 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 セリミック錠 ナガセ医薬品 5.40
内用薬 2190005F1209 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 エンセロン錠１０ｍｇ 日医工 5.40
内用薬 2190005F1217 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イブロノール錠１０ｍｇ 東和薬品 5.40
内用薬 2190005F1233 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ヨウアジール錠１０ｍｇ 陽進堂 5.40
内用薬 2190005F1241 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 テクニス錠１０ 沢井製薬 5.40
内用薬 2190005F1250 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 フレザニール錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.40
内用薬 2190005F1268 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 リンブレーン錠１０ｍｇ 辰巳化学 5.40
内用薬 2190005F2027 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 アポノール錠２０ あすか製薬 6.20
内用薬 2190005F2043 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 エンセロン錠２０ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2190005F2060 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 テクニス錠２０ 沢井製薬 5.60
内用薬 2190005F2124 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 リンブレーン錠「２０」 辰巳化学 5.60
内用薬 2190005F2140 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イブロノール錠２０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2190005F2159 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 フレザニール錠２０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2190005F2167 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 ヨウアジール錠２０ｍｇ 陽進堂 5.60
内用薬 2190006M1164 トコフェロールニコチン酸エ

ステル
１００ｍｇ１カプセル ニチＥネートカプセル１００ｍｇ 日医工 5.40

内用薬 2190006M1172 トコフェロールニコチン酸エ
ステル

１００ｍｇ１カプセル バナールＮカプセル１００ｍｇ 東和薬品 5.40

内用薬 2190006M1199 トコフェロールニコチン酸エ
ステル

１００ｍｇ１カプセル ＶＥニコチネートカプセル１００ｍｇ ニプロジェネファ 5.40

内用薬 2190006M2110 トコフェロールニコチン酸エ
ステル

２００ｍｇ１カプセル ニコ２００ソフトカプセル 堀井薬品工業 5.60

内用薬 2190006M2187 トコフェロールニコチン酸エ
ステル

２００ｍｇ１カプセル ケントンカプセル２００ｍｇ 沢井製薬 5.60

内用薬 2190006M2195 トコフェロールニコチン酸エ
ステル

２００ｍｇ１カプセル ＮＥソフトカプセル２００ｍｇ 東洋カプセル 5.60

内用薬 2190006M2209 トコフェロールニコチン酸エ
ステル

２００ｍｇ１カプセル トコニジャストカプセル２００ｍｇ 陽進堂 5.60
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内用薬 2190009A1030 ポリスチレンスルホン酸ナト
リウム

１ｇ 局 カリセラム－Ｎａ末 扶桑薬品工業 14.60

内用薬 2190016B1035 ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

９６．７％１ｇ カリエードプラス散（分包）９６．７％ 東洋製薬化成 14.80

内用薬 2190016Q2026 ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

２０％２５ｇ１個 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 三和化学研究所 98.20

内用薬 2190018F2059 ジヒドロエルゴトキシンメシ
ル酸塩

１ｍｇ１錠 エポス錠１ｍｇ 日医工 5.60

内用薬 2190018F2105 ジヒドロエルゴトキシンメシ
ル酸塩

１ｍｇ１錠 バソラックス錠１ｍｇ マイラン製薬 5.60

内用薬 2190018F2130 ジヒドロエルゴトキシンメシ
ル酸塩

１ｍｇ１錠 エルメサット錠１ｍｇ 東和薬品 5.60

内用薬 2190018F2148 ジヒドロエルゴトキシンメシ
ル酸塩

１ｍｇ１錠 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠１ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 5.60

内用薬 2190018F3039 ジヒドロエルゴトキシンメシ
ル酸塩

２ｍｇ１錠 エポス錠２ｍｇ 日医工 5.60

内用薬 2190018F3063 ジヒドロエルゴトキシンメシ
ル酸塩

２ｍｇ１錠 エルメサット錠２ｍｇ 東和薬品 5.60

内用薬 2190018F3110 ジヒドロエルゴトキシンメシ
ル酸塩

２ｍｇ１錠 バソラックス錠２ｍｇ マイラン製薬 6.30

内用薬 2190018F3160 ジヒドロエルゴトキシンメシ
ル酸塩

２ｍｇ１錠 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠２ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 5.60

内用薬 2190021C1040 ニセルゴリン １％１ｇ 局 サワチオン細粒１％ 沢井製薬 20.20
内用薬 2190021F1011 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠 8.10
内用薬 2190021F1291 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 バソゴリンＳ錠５ｍｇ 共和薬品工業 8.70
内用薬 2190021F1305 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ヒルブリンＮ錠５ｍｇ 日医工 8.70
内用薬 2190021F1356 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サワチオン錠５ｍｇ 沢井製薬 9.60
内用薬 2190021F1364 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 8.70
内用薬 2190021F1372 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サルモシン錠５ｍｇ ニプロファーマ 9.60
内用薬 2190021F1380 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 マリレオンＮ錠５ｍｇ 大正薬品工業 9.30
内用薬 2190021F1410 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ソクワール錠５ｍｇ 日新製薬（山形） 9.60
内用薬 2190022F1016 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩１０ｍｇ錠 8.90
内用薬 2190022F1059 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 アメジール錠１０ 沢井製薬 11.40
内用薬 2190022F1067 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 アメジニン錠１０ｍｇ 日医工 11.40
内用薬 2190022F1075 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 イピノテック錠１０ｍｇ 日医工ファーマ 15.70
内用薬 2190022F1113 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 ダイアリード錠１０ｍｇ 扶桑薬品工業 17.80
内用薬 2190022F1121 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 パルセキオン錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 11.40
内用薬 2190022F1156 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 リズマイル錠１０ｍｇ 長生堂製薬 11.40
内用薬 2190022F1164 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 リズミラート錠１０ｍｇ 大原薬品工業 11.40
内用薬 2190024F1031 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 カルタレチン錠５００ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2190024F1040 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 5.70
内用薬 2190024F2038 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 5.60
内用薬 2190024F2046 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 カルタレチン錠２５０ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2223001B1201 デキストロメトルファン臭化

水素酸塩水和物
１０％１ｇ シーサール散１０％ 東和薬品 9.10

内用薬 2223001B1228 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１０％１ｇ デキストファン散１０％ ニプロファーマ 9.10

内用薬 2223001B1236 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１０％１ｇ ハイフスタン散１０％ 日医工ファーマ 9.10

内用薬 2223001B1244 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１０％１ｇ メゼック散１０％ 大洋薬品工業 9.10

内用薬 2223001C1037 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１０％１ｇ アストマリ細粒１０％ 鶴原製薬 10.00

内用薬 2223001F2102 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 シーサール錠１５ｍｇ 東和薬品 5.60

内用薬 2223001F2110 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 デトメファン錠１５ｍｇ ニプロジェネファ 5.60

内用薬 2223001F2129 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 アストマリ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 5.60

内用薬 2224001C1050 ペントキシベリンクエン酸塩 １０％１ｇ パトコン細粒１０％ ザイダスファーマ 11.10
内用薬 2224001F1049 ペントキシベリンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 ガイレス錠１０ｍｇ イセイ 5.40
内用薬 2224001F3114 ペントキシベリンクエン酸塩 １５ｍｇ１錠 アストマトップ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 5.40
内用薬 2224001F4048 ペントキシベリンクエン酸塩 ３０ｍｇ１錠 ペントキシベリンクエン酸塩錠３０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 5.40

内用薬 2229001B1060 ジメモルファンリン酸塩 １０％１ｇ ホフバン散１０％ 辰巳化学 37.20
内用薬 2229001Q1062 ジメモルファンリン酸塩 ０．２５％１ｍＬ ホフバンシロップ０．２５％ 辰巳化学 2.80
内用薬 2229001R1025 ジメモルファンリン酸塩 ２．５％１ｇ ジメモルミンドライシロップ２．５％ 高田製薬 12.50
内用薬 2229006Q1030 クロペラスチンフェンジゾ酸 ０．２％１０ｍＬ フスタゾールシロップ０．２％ 同仁医薬化工 21.00
内用薬 2229100B1110 鎮咳配合剤 １ｇ ニチコデ配合散 日医工 6.20
内用薬 2229100B1128 鎮咳配合剤 １ｇ プラコデ配合散 小林化工 6.40
内用薬 2229102Q1138 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコブロン配合シロップ 大洋薬品工業 3.50
内用薬 2229102Q1146 鎮咳配合剤 １ｍＬ プラコデ配合シロップ 小林化工 3.50
内用薬 2229102Q1162 鎮咳配合剤 １ｍＬ ムコブロチン配合シロップ 東和薬品 3.50
内用薬 2229104M1038 ジプロフィリン・メトキシ

フェナミン配合剤
１カプセル アストーマ配合カプセル 日医工 5.40

内用薬 2233001F1137 Ｌ－エチルシステイン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 シスエースＴ 東邦新薬 5.60
内用薬 2233002C1054 カルボシステイン ５０％１ｇ Ｃ－チステン細粒５０％ 鶴原製薬 6.20
内用薬 2233002C1070 カルボシステイン ５０％１ｇ ルボラボン細粒５０％ イセイ 6.90
内用薬 2233002F1182 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 クインスロン錠２５０ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 2233002F1190 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルブタン錠２５０ｍｇ マイラン製薬 5.60
内用薬 2233002F1204 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 メチスタ錠２５０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2233002F1212 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 サワテン錠２５０ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 2233002F1220 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 シスダイン錠２５０ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 2233002F1239 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコトロン錠２５０ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2233002F1255 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 シスカルボン錠２５０ｍｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 2233002F1263 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコチオ錠２５０ｍｇ 小林化工 5.60
内用薬 2233002F1271 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 Ｃ－チステン錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2233002F2030 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 メチスタ錠５００ｍｇ 東和薬品 8.90
内用薬 2233002F2049 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 7.90
内用薬 2233002F2057 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 サワテン錠５００ｍｇ 沢井製薬 7.90
内用薬 2233002F2065 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 クインスロン錠５００ｍｇ 辰巳化学 7.90
内用薬 2233002F2073 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 シスダイン錠５００ｍｇ 大正薬品工業 7.90
内用薬 2233002F2081 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 Ｃ－チステン錠５００ｍｇ 鶴原製薬 7.90
内用薬 2233002F2090 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 ムコチオ錠５００ｍｇ 小林化工 7.90
内用薬 2233002Q1027 カルボシステイン ５％１ｍＬ Ｃ－チステンシロップ５％ 鶴原製薬 2.60
内用薬 2233002Q1043 カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコトロンシロップ５％ 大洋薬品工業 2.60
内用薬 2233002Q1094 カルボシステイン ５％１ｍＬ メチスタシロップ小児用５％ 東和薬品 2.60
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内用薬 2233002Q1108 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「タカタ」 高田製薬 2.60
内用薬 2233002R1049 カルボシステイン ３３．３％１ｇ カルボシステインドライシロップ３３．３％「タ

イヨー」
大洋薬品工業 9.50

内用薬 2233002R1057 カルボシステイン ３３．３％１ｇ メチスタＤＳ３３．３％ 東和薬品 9.50
内用薬 2233002R2037 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 高田製薬 13.10
内用薬 2233002S1040 カルボシステイン １０％１ｍＬ ムコチオシロップ１０％ 小林化工 6.10
内用薬 2233003F2086 Ｌ－メチルシステイン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ゼオチン錠１００ｍｇ トーアエイヨー 11.30
内用薬 2234001F1258 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 塩酸ブロムヘキシン錠「クニヒロ」４ｍｇ 皇漢堂製薬 5.00
内用薬 2234001F1266 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 フルペン錠４ｍｇ 沢井製薬 5.00
内用薬 2234001F1282 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 レベルボン錠４ｍｇ 東和薬品 5.00
内用薬 2234001F1290 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ハピスオル錠４ｍｇ イセイ 5.00
内用薬 2234001F1320 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ビソポロン錠４ｍｇ 日医工ファーマ 5.00
内用薬 2234001F1339 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 5.00
内用薬 2234001Q1097 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ レベルボンシロップ０．０８％ 東和薬品 1.40
内用薬 2234001Q1100 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ハピスオルシロップ０．０８％ イセイ 1.40
内用薬 2234001Q2069 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．２％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 1.70

内用薬 2239001C1045 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ アンブロキソール塩酸塩細粒１．５％「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 9.10

内用薬 2239001C2033 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ アンブロン細粒３％ ザイダスファーマ 7.60
内用薬 2239001F1335 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコブリン錠１５ｍｇ 龍角散 5.60
内用薬 2239001F1432 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 塩酸アンブロキソール錠「クニヒロ」１５ｍｇ 皇漢堂製薬 5.60

内用薬 2239001F1440 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ノンタス錠１５ｍｇ 東洋製薬化成 5.60
内用薬 2239001F1459 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アントブロン錠１５ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2239001F1467 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.60

内用薬 2239001F1475 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60

内用薬 2239001F1483 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 塩酸アンブロキソール錠１５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ
オ

5.60

内用薬 2239001F1491 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 コフノール錠１５ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2239001F1505 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 シンセラキン錠１５ｍｇ ニプロジェネファ 5.60
内用薬 2239001F1513 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ソロムコ錠１５ｍｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 2239001F1521 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 フズレバン錠１５ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 2239001F1530 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンキソール錠１５ｍｇ わかもと製薬 5.60
内用薬 2239001F1548 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ダイオリール錠１５ｍｇ ナガセ医薬品 5.60
内用薬 2239001F1556 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 プルスマリンＡ錠１５ｍｇ ローマン工業 5.60
内用薬 2239001F1564 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコソレート錠１５ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 2239001F1580 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 5.60
内用薬 2239001F1599 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 グリンクール錠１５ｍｇ 日本薬品工業 5.60
内用薬 2239001F1602 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 コトブロール錠１５ｍｇ 寿製薬 5.60
内用薬 2239001F1610 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 バンブロアン錠１５ｍｇ 陽進堂 5.60
内用薬 2239001F1637 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコキール錠１５ｍｇ 小林化工 5.60
内用薬 2239001F1645 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 コンズール錠１５ｍｇ 原沢製薬工業 5.60
内用薬 2239001F1653 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコアストマリ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2239001F1661 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコサール錠１５ｍｇ 日本ベーリンガーイ

ンゲルハイム
13.00

内用薬 2239001F1670 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 セルマキール錠１５ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2239001F1688 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ポノフェン錠１５ｍｇ あすか製薬 5.60
内用薬 2239001F1700 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 5.60
内用薬 2239001F1718 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 5.60

内用薬 2239001N1046 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ゼンブロンＬカプセル４５ 全星薬品工業 37.90
内用薬 2239001N1054 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ムコソレートＬカプセル４５ 大正薬品工業 35.10
内用薬 2239001N1062 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アントブロンＬカプセル４５ 東和薬品 37.90
内用薬 2239001N1070 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル コフノールＬカプセル４５ 日医工 41.40
内用薬 2239001N1100 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ポノフェンＳＲカプセル４５ あすか製薬 49.90
内用薬 2239001N1119 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 32.60

内用薬 2239001N1127 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル フズレバンＬカプセル４５ｍｇ 辰巳化学 32.60
内用薬 2239001Q1107 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アントブロンシロップ小児用０．３％ 東和薬品 5.10
内用薬 2239001Q1115 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％

「タイヨー」
大洋薬品工業 5.10

内用薬 2239001Q1131 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ フズレバンシロップ０．３％ 辰巳化学 5.10
内用薬 2239001Q1140 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ プルスマリンＡシロップ小児用０．３％ ローマン工業 5.10
内用薬 2239001Q1158 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ サイプロールシロップ０．３％ 岩城製薬 5.10
内用薬 2239001R1102 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ プルスマリンＡドライシロップ小児用１．５％ 高田製薬 41.90

内用薬 2239001R2028 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ プルスマリンＡ３％ＤＳ 高田製薬 32.50
内用薬 2239001S1015 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩０．７５％液 5.80
内用薬 2239001S1090 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７５％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 6.20

内用薬 2239001S1120 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７５％「タナ
ベ」

長生堂製薬 6.20

内用薬 2239001S2038 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ ブローミィ内服液０．３％ 日医工ファーマ 10.30
内用薬 2241003S1020 オウヒエキス １０ｍＬ サリパラ液 丸石製薬 19.70
内用薬 2249104S1030 オウヒエキス・コデインリン

酸塩水和物
１ｍＬ サリパラ・コデイン液 丸石製薬 3.50

内用薬 2249106Q1074 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物・クレゾール
スルホン酸カリウム

１０ｍＬ メゼック配合シロップ 大洋薬品工業 15.30

内用薬 2251001D2025 テオフィリン ５０％１ｇ テオロング顆粒５０％ エーザイ 40.40
内用薬 2251001F1054 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 アーデフィリン錠５０ 沢井製薬 5.60
内用薬 2251001F1062 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 5.30
内用薬 2251001F2026 テオフィリン １００ｍｇ１錠 アーデフィリン錠１００ 沢井製薬 5.60
内用薬 2251001F2093 テオフィリン １００ｍｇ１錠 チルミン錠１００ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2251001F2123 テオフィリン １００ｍｇ１錠 セキロイド錠１００ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2251001F2140 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 5.60
内用薬 2251001F2158 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.60
内用薬 2251001F3103 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン錠２００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 5.60
内用薬 2251001F3111 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 アーデフィリン錠２００ 沢井製薬 5.60
内用薬 2251001F3120 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.80
内用薬 2251001F3138 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 5.60
内用薬 2251001F3146 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 チルミン錠２００ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2251001G1084 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフルマートＬ錠２００ｍｇ 東和薬品 6.50
内用薬 2251001G2013 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフィリン４００ｍｇ徐放錠 7.50
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内用薬 2251001G2072 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフルマートＬ錠４００ｍｇ 東和薬品 7.50
内用薬 2251001G3052 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフルマートＬ錠１００ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2251001M1053 テオフィリン １００ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル１００ｍｇ サンド 11.10
内用薬 2251001M2041 テオフィリン ２００ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル２００ｍｇ サンド 16.80
内用薬 2251001M3021 テオフィリン ５０ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル５０ｍｇ サンド 7.40
内用薬 2251001R1034 テオフィリン ２０％１ｇ アーデフィリンＤＳ２０％ 沢井製薬 57.10
内用薬 2251001R1042 テオフィリン ２０％１ｇ テオフルマートドライシロップ２０％ 東和薬品 57.10
内用薬 2251001R1050 テオフィリン ２０％１ｇ ユニコンＣＲドライシロップ２０％ 日医工 49.30
内用薬 2251001R1069 テオフィリン ２０％１ｇ テルバンスＤＳ２０％ メディサ新薬 67.40
内用薬 2251001R1077 テオフィリン ２０％１ｇ テルダン小児用ドライシロップ２０％ 大洋薬品工業 36.20
内用薬 2251001R1107 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリンドライシロップ２０％「タカタ」 高田製薬 36.20

内用薬 2251001R1115 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン小児用ドライシロップ２０％「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 36.20

内用薬 2252003C1054 テルブタリン硫酸塩 １％１ｇ コンボン細粒１％ 辰巳化学 10.60
内用薬 2252003F1077 テルブタリン硫酸塩 ２ｍｇ１錠 コンボン錠２ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 2252006F1062 フェノテロール臭化水素酸塩 ２．５ｍｇ１錠 シオベテック錠２．５ｍｇ シオノケミカル 5.90
内用薬 2252006F1089 フェノテロール臭化水素酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ポルボノール錠２．５ｍｇ ローマン工業 7.90
内用薬 2252006F1097 フェノテロール臭化水素酸塩 ２．５ｍｇ１錠 フェノテロール臭化水素酸塩錠２．５ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 5.90

内用薬 2252006Q1063 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．０５％１ｍＬ フェノテロール臭化水素酸塩シロップ小児用０．
０５％「タナベ」

長生堂製薬 5.50

内用薬 2252006Q1071 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．０５％１ｍＬ モンブルトシロップ０．０５％ 日新製薬（山形） 6.40
内用薬 2252006R1026 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．２５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．２５％ 高田製薬 31.70
内用薬 2252006R2022 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．５％ 高田製薬 52.00
内用薬 2252006R2030 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．５％１ｇ ウガコールドライシロップ０．５％ 大原薬品工業 36.20
内用薬 2254001F1080 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 アスタージス錠２ｍｇ 日医工 5.40
内用薬 2254001R1036 サルブタモール硫酸塩 ０．２％１ｇ レナピリンＤＳ０．２％ 高田製薬 5.90
内用薬 2259001F1044 メトキシフェナミン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メトキシフェナミン塩酸塩錠１００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 5.60

内用薬 2259002F1073 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 セキナリン錠１ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2259002F1081 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ツロブテロール塩酸塩錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 5.90
内用薬 2259002R1070 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ツロブニストＤＳ０．１％ 高田製薬 9.00
内用薬 2259002R1088 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ セキナリンＤＳ小児用０．１％ 東和薬品 9.00
内用薬 2259002R1096 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩ＤＳ０．１％「オーハラ」 大原薬品工業 9.00

内用薬 2259003F1140 トリメトキノール塩酸塩水和 ３ｍｇ１錠 トスメリアン錠３ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2259003Q1109 トリメトキノール塩酸塩水和 ０．１％１ｍＬ カルヨンシロップ０．１％ 辰巳化学 3.90
内用薬 2259003Q1125 トリメトキノール塩酸塩水和 ０．１％１ｍＬ トスメリアンシロップ小児用０．１％ 東和薬品 3.90
内用薬 2259004D1055 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０１％１ｇ スタビント顆粒０．０１％ キョーリンリメディ

オ
15.20

内用薬 2259004F1030 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカプチン錠２５ 大正薬品工業 5.60
内用薬 2259004F1056 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 ブリージン錠２５μｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 2259004F1080 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 マーヨン錠「２５μｇ」 辰巳化学 5.60
内用薬 2259004F1129 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 エプカロール錠２５μｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2259004F1137 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 メチレフト錠２５ 沢井製薬 5.60
内用薬 2259004F1145 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 カプテレノール錠２５μｇ 日医工ファーマ 5.60
内用薬 2259004F2010 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩０．０５ｍｇ錠 5.60
内用薬 2259004F2079 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０５ｍｇ１錠 ブリージン錠５０μｇ 共和薬品工業 6.70
内用薬 2259004Q1120 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ エプカロールシロップ５μｇ／ｍＬ 東和薬品 3.80
内用薬 2259004Q1146 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ プロカプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 大正薬品工業 3.80
内用薬 2259004Q1154 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ カプテレノールシロップ５μｇ／ｍＬ 日医工ファーマ 3.80
内用薬 2259004Q1162 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「タ

イヨー」
大洋薬品工業 3.80

内用薬 2259004Q1170 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ レンブリスシロップ５μｇ／ｍＬ 日新製薬（山形） 3.80
内用薬 2259004R1028 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０１％１ｇ エステルチンドライシロップ０．０１％ 高田製薬 56.70
内用薬 2259006F1063 クレンブテロール塩酸塩 １０μｇ１錠 トニール錠１０μｇ 原沢製薬工業 5.70
内用薬 2259006F1071 クレンブテロール塩酸塩 １０μｇ１錠 クレンブテロール塩酸塩錠１０μｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.70

内用薬 2259100P1043 ｄｌ－イソプレナリン塩酸
塩・プロナーゼ

１カプセル イソパール・Ｐ配合カプセル 科研製薬 14.60

内用薬 2314002F1034 ベルベリン塩化物水和物 ５０ｍｇ１錠 塩化ベルベリン錠５０ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 5.60
内用薬 2314002F2022 ベルベリン塩化物水和物 １００ｍｇ１錠 キョウベリン錠１００ 大峰堂薬品工業 9.50
内用薬 2315003X1023 次炭酸ビスマス １ｇ 次炭酸ビスマス「ホエイ」 マイラン製薬 11.90
内用薬 2316002B1037 耐性乳酸菌 １ｇ エントモール散 長生堂製薬 6.20
内用薬 2316003B1040 ビフィズス菌 １ｇ レベニンＳ散 わかもと製薬 6.20
内用薬 2316004B1036 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ散 ビオフェルミン製薬 6.20
内用薬 2316004F1020 耐性乳酸菌 １錠 ビオフェルミンＲ錠 ビオフェルミン製薬 5.80
内用薬 2316005B1022 カゼイ菌 １ｇ ビオラクチス散 ヤクルト本社 6.20
内用薬 2316011X1033 耐性乳酸菌 １ｇ ラクスパン散１．８％ キッセイ薬品工業 6.20
内用薬 2316012A1094 ラクトミン １ｇ ビフラミン末 大洋薬品工業 6.20
内用薬 2316012A1124 ラクトミン １ｇ ビオヂアスミンＦ－２散 日東薬品工業 6.20
内用薬 2316012A1140 ラクトミン １ｇ ラクトミン散「イセイ」 イセイ 6.20
内用薬 2316015B1034 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラックメロン散２％ イセイ 6.20
内用薬 2316016B1039 耐性乳酸菌 １ｇ レベニン散 わかもと製薬 6.20
内用薬 2316016M1021 耐性乳酸菌 １カプセル レベニンカプセル わかもと製薬 5.60
内用薬 2316018B1038 ビフィズス菌 ２％１ｇ ビフィスゲン散 日東薬品工業 6.20
内用薬 2316019B1040 耐性乳酸菌 １ｇ コレポリーＲ散１０％ 東和薬品 6.20
内用薬 2316019B1059 耐性乳酸菌 １ｇ ラックビーＲ散 興和 6.20
内用薬 2316020F1029 ビフィズス菌 １錠 ビオフェルミン錠剤 ビオフェルミン製薬 5.60
内用薬 2318001C1032 ジメチコン １０％１ｇ ナイスタール細粒１０％ ザイダスファーマ 6.20
内用薬 2318001F1047 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスオール錠４０ｍｇ「陽進」 陽進堂 5.60
内用薬 2318001F1195 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガステール錠４０ｍｇ 扶桑薬品工業 5.60
内用薬 2318001F1209 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ポリシロ錠４０ｍｇ 堀井薬品工業 5.60
内用薬 2318001F3031 ジメチコン ８０ｍｇ１錠 ポリシロ錠８０ｍｇ 堀井薬品工業 5.60
内用薬 2318001Q1099 ジメチコン ２％１ｍＬ バリトゲン消泡内用液２％ 伏見製薬所 3.40
内用薬 2318001Q1102 ジメチコン ２％１ｍＬ バロス消泡内用液２％ 堀井薬品工業 3.80
内用薬 2318001Q1110 ジメチコン ２％１ｍＬ バルギン消泡内用液２％ 共成製薬 2.50
内用薬 2319001C1102 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペミック小児用細粒０．０５％ 小林化工 14.80
内用薬 2319001C1110 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 14.80

内用薬 2319001C2010 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ 塩酸ロペラミド０．１％細粒 9.10
内用薬 2319001C2087 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ カグダリン細粒０．１％ 寿製薬 15.40
内用薬 2319001C2095 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペラン細粒０．１％ ダイト 15.40
内用薬 2319001C3024 塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ ロペラン細粒０．２％ ダイト 32.20
内用薬 2319001F1044 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロスポリア錠１ｍｇ 日医工ファーマ 47.70
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内用薬 2319001F1052 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 15.00
内用薬 2319001M1019 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル 塩酸ロペラミド１ｍｇカプセル 8.20
内用薬 2319001M1256 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペランカプセル１ｍｇ ダイト 15.00
内用薬 2319001M1272 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペナカプセル１ｍｇ 堀井薬品工業 15.00
内用薬 2319001M1310 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル カグダリンカプセル１ｍｇ 寿製薬 11.10
内用薬 2319001R1032 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペカルド小児用ドライシロップ０．０５％ シオノケミカル 24.90
内用薬 2319100F1080 ベルベリン塩化物水和物・ゲ

ンノショウコエキス
１錠 リーダイ配合錠 大洋薬品工業 5.60

内用薬 2321001F1050 メチルメチオニンスルホニウ
ムクロライド

２５ｍｇ１錠 チオスペン錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 5.40

内用薬 2322001D1090 ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 6.20
内用薬 2323001C2047 アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物
０．４％１ｇ ノズレン細粒０．４％ ザイダスファーマ 6.20

内用薬 2323001C3043 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

１％１ｇ ノズレン細粒１％ ザイダスファーマ 9.90

内用薬 2323001D3057 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

１％１ｇ アテネレン顆粒１％ 鶴原製薬 6.20

内用薬 2323001D3065 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

１％１ｇ 水溶性アズレン顆粒１％「タイヨー」 大洋薬品工業 6.20

内用薬 2323001F1217 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

２ｍｇ１錠 水溶性アズレン錠２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.00

内用薬 2323001F1241 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

２ｍｇ１錠 アテネレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.00

内用薬 2325001C1088 シメチジン ２０％１ｇ チスタメット細粒２０％ 鶴原製薬 6.20
内用薬 2325001C1096 シメチジン ２０％１ｇ チーカプト細粒２０％ 東和薬品 6.20
内用薬 2325001C1100 シメチジン ２０％１ｇ タカミジン細粒２０％ 高田製薬 6.20
内用薬 2325001C1118 シメチジン ２０％１ｇ シメチラン細粒２０％ ニプロファーマ 6.20
内用薬 2325001C1126 シメチジン ２０％１ｇ シメチジン細粒２０％「タナベ」 長生堂製薬 6.20
内用薬 2325001C2084 シメチジン ４０％１ｇ チーカプト細粒４０％ 東和薬品 7.50
内用薬 2325001F1149 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチパール錠２００ 沢井製薬 5.60
内用薬 2325001F1181 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ストマチジン錠２００ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 2325001F1238 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ダンスール錠２００ｍｇ 三和化学研究所 5.60
内用薬 2325001F1360 シメチジン ２００ｍｇ１錠 カイロック錠２００ 藤本製薬 5.60
内用薬 2325001F1378 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチラン錠２００ｍｇ ニプロファーマ 5.60
内用薬 2325001F1386 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ファルジン錠２００ｍｇ キョーリンリメディ

オ
5.60

内用薬 2325001F1394 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「サンド」 サンド 5.60
内用薬 2325001F1416 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タカミジン錠２００ｍｇ 高田製薬 5.60
内用薬 2325001F1424 シメチジン ２００ｍｇ１錠 イクロール錠２００ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2325001F1432 シメチジン ２００ｍｇ１錠 エスメラルダ錠２００ 陽進堂 5.60
内用薬 2325001F1440 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 5.60
内用薬 2325001F1459 シメチジン ２００ｍｇ１錠 チーカプト錠２００ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2325001F1467 シメチジン ２００ｍｇ１錠 アルキオーネ錠２００ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 2325001F1483 シメチジン ２００ｍｇ１錠 チスタメット錠２００ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2325001F1491 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2325001F1505 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 5.60
内用薬 2325001F1513 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 5.60
内用薬 2325001F1521 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 5.60
内用薬 2325001F2013 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン４００ｍｇ錠 5.60
内用薬 2325001F2080 シメチジン ４００ｍｇ１錠 タカミジン錠４００ｍｇ 高田製薬 7.00
内用薬 2325001F2110 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチラン錠４００ｍｇ ニプロファーマ 7.00
内用薬 2325002F1011 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 5.90
内用薬 2325002F1062 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチザン錠１５０ 日医工ファーマ 8.70
内用薬 2325002F1119 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラデン錠１５０ 沢井製薬 8.70
内用薬 2325002F1127 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニザック錠１５０ 東和薬品 8.70
内用薬 2325002F1160 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニタック錠１５０ 日医工 8.70
内用薬 2325002F1186 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ブラウリベラ錠１５０ 陽進堂 13.60
内用薬 2325002F1216 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 13.60
内用薬 2325002F2018 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 5.60
内用薬 2325002F2034 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチザン錠７５ 日医工ファーマ 6.40
内用薬 2325002F2042 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラデン錠７５ 沢井製薬 6.40
内用薬 2325002F2050 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニザック錠７５ 東和薬品 6.40
内用薬 2325002F2085 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニタック錠７５ 日医工 6.40
内用薬 2325002F2115 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ブラウリベラ錠７５ 陽進堂 8.30
内用薬 2325002F2123 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 9.90
内用薬 2325003B1030 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガモファー散１０％ 大原薬品工業 98.70
内用薬 2325003B1049 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスセプト散１０％ メディサ新薬 125.00
内用薬 2325003B1057 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスドック散１０％ キョーリンリメディ

オ
98.70

内用薬 2325003B1065 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「サワイ」 沢井製薬 98.70
内用薬 2325003B1073 ファモチジン １０％１ｇ 局 ストマルコン散１０％ 大正薬品工業 81.40
内用薬 2325003B1081 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモスタジン散１０％ 東和薬品 146.10
内用薬 2325003B1090 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「日医工」 日医工ファーマ 98.70
内用薬 2325003B2037 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガモファー散２％ 大原薬品工業 18.80
内用薬 2325003B2045 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン細粒２％「サワイ」 沢井製薬 23.30
内用薬 2325003B2053 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスドック散２％ キョーリンリメディ

オ
20.50

内用薬 2325003B2061 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモスタジン散２％ 東和薬品 29.40
内用薬 2325003B2088 ファモチジン ２％１ｇ 局 ストマルコン散２％ 大正薬品工業 15.70
内用薬 2325003B2096 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスセプト散２％ メディサ新薬 23.30
内用薬 2325003B2100 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「ＫＯＢＡ」 日医工ファーマ 23.30
内用薬 2325003B2118 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「アメル」 共和薬品工業 20.50
内用薬 2325003F1032 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガモファー錠１０ｍｇ 大原薬品工業 9.60
内用薬 2325003F1040 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０「サワイ」 沢井製薬 10.50
内用薬 2325003F1059 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 チオスター錠１０ 全星薬品工業 9.60
内用薬 2325003F1067 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスポート錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 9.60
内用薬 2325003F1075 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスイサン錠１０ ニプロジェネファ 9.60
内用薬 2325003F1083 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスメット錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 15.20
内用薬 2325003F1091 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスドック錠１０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
9.60

内用薬 2325003F1105 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモスタジン錠１０ 東和薬品 15.20
内用薬 2325003F1113 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスリック錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 10.50
内用薬 2325003F1148 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠１０ サンノーバ 13.80
内用薬 2325003F1156 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモガスト錠１０ シオノケミカル 13.80
内用薬 2325003F1164 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスペラジン錠１０ｍｇ 長生堂製薬 9.60
内用薬 2325003F1172 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスセプト錠１０ メディサ新薬 15.20
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内用薬 2325003F1199 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 日医工ファーマ 10.50
内用薬 2325003F1202 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 モミアロン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 9.60
内用薬 2325003F1210 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 9.60
内用薬 2325003F1229 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 9.60
内用薬 2325003F1245 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 9.60
内用薬 2325003F1253 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.50
内用薬 2325003F1261 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 10.50
内用薬 2325003F2012 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠 9.60
内用薬 2325003F2039 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガモファー錠２０ｍｇ 大原薬品工業 15.80
内用薬 2325003F2055 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０「サワイ」 沢井製薬 15.80
内用薬 2325003F2063 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 チオスター錠２０ 全星薬品工業 15.80
内用薬 2325003F2071 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスポート錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 13.50
内用薬 2325003F2098 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスメット錠２０ｍｇ 東菱薬品工業 33.40
内用薬 2325003F2101 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスドック錠２０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
11.00

内用薬 2325003F2110 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモスタジン錠２０ 東和薬品 27.10
内用薬 2325003F2128 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスリック錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 17.20
内用薬 2325003F2152 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠２０ サンノーバ 25.40
内用薬 2325003F2160 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモガスト錠２０ シオノケミカル 27.10
内用薬 2325003F2187 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスペラジン錠２０ｍｇ 長生堂製薬 11.00
内用薬 2325003F2195 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスセプト錠２０ メディサ新薬 22.60
内用薬 2325003F2217 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 日医工ファーマ 13.50
内用薬 2325003F2233 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 11.00
内用薬 2325003F2241 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「イセイ」 イセイ 11.00
内用薬 2325003F2276 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 11.00
内用薬 2325003F2284 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 13.50
内用薬 2325003F3043 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ストマルコンＤ錠１０ｍｇ 大正薬品工業 8.50
内用薬 2325003F3051 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスポートＤ錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 9.60
内用薬 2325003F3060 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスリックＤ錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 10.50
内用薬 2325003F3078 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガモファーＤ錠１０ｍｇ 大原薬品工業 9.50
内用薬 2325003F3086 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモガストＤ錠１０ シオノケミカル 13.80
内用薬 2325003F3094 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモスタジンＤ錠１０ｍｇ 東和薬品 15.20
内用薬 2325003F3116 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 日医工ファーマ 10.50
内用薬 2325003F3124 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.50
内用薬 2325003F3132 ファモチジン １０ｍｇ１錠 クリマーゲンＯＤ錠１０ｍｇ マイラン製薬 10.50
内用薬 2325003F3140 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 8.50
内用薬 2325003F3159 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスメットＤ錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 15.20
内用薬 2325003F3167 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 15.20
内用薬 2325003F3175 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 13.80
内用薬 2325003F3183 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.50
内用薬 2325003F4040 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスリックＤ錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 17.20
内用薬 2325003F4058 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ストマルコンＤ錠２０ｍｇ 大正薬品工業 13.50
内用薬 2325003F4082 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスポートＤ錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 13.50
内用薬 2325003F4090 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 日医工ファーマ 13.50
内用薬 2325003F4112 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガモファーＤ錠２０ｍｇ 大原薬品工業 15.80
内用薬 2325003F4120 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモガストＤ錠２０ シオノケミカル 27.10
内用薬 2325003F4139 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモスタジンＤ錠２０ｍｇ 東和薬品 27.10
内用薬 2325003F4147 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 15.80
内用薬 2325003F4155 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 クリマーゲンＯＤ錠２０ｍｇ マイラン製薬 19.60
内用薬 2325003F4163 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 13.50
内用薬 2325003F4171 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスメットＤ錠２０ｍｇ 東菱薬品工業 33.40
内用薬 2325003F4180 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 22.60
内用薬 2325003F4198 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 25.40
内用薬 2325003F4201 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 11.00
内用薬 2325004F1029 ロキサチジン酢酸エステル塩

酸塩
３７．５ｍｇ１錠 塩酸ロキサチジンアセタート錠３７．５「ＫＮ」 小林化工 15.10

内用薬 2325004F2025 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

７５ｍｇ１錠 塩酸ロキサチジンアセタート錠７５「ＫＮ」 小林化工 25.60

内用薬 2325004M1036 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 アルギスタットカプセル７５ 大洋薬品工業 26.80

内用薬 2325004M1044 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキサチカプセル７５ 大原薬品工業 23.10

内用薬 2325004M1052 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキセタートカプセル７５ｍｇ 東和薬品 29.60

内用薬 2325004M1060 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキタットカプセル７５ｍｇ 沢井製薬 25.40

内用薬 2325004M2032 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

３７．５ｍｇ１カプセル 局 ロキサチカプセル３７．５ 大原薬品工業 16.10

内用薬 2325004M2040 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

３７．５ｍｇ１カプセル 局 ロキセタートカプセル３７．５ｍｇ 東和薬品 16.10

内用薬 2325004M2059 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

３７．５ｍｇ１カプセル 局 ロキタットカプセル３７．５ｍｇ 沢井製薬 16.10

内用薬 2325005F1023 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザトリック錠１５０ｍｇ 陽進堂 13.40
内用薬 2325005M1030 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 26.80
内用薬 2325005M1049 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチンカプセル１５０ 沢井製薬 26.80
内用薬 2325005M1073 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 アテミノンカプセル１５０ｍｇ 大洋薬品工業 18.50
内用薬 2325005M1081 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ドルセンカプセル１５０ｍｇ 辰巳化学 18.50
内用薬 2325005M1103 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザノンカプセル１５０ 東和薬品 26.80
内用薬 2325005M1120 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 13.10
内用薬 2325005M1138 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 26.80
内用薬 2325005M1146 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 チザノンカプセル１５０ｍｇ 大正薬品工業 18.50
内用薬 2325005M1154 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 18.50
内用薬 2325005M2037 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 16.60
内用薬 2325005M2045 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチンカプセル７５ 沢井製薬 16.60
内用薬 2325005M2053 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザノンカプセル７５ 東和薬品 18.30
内用薬 2325005M2061 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザトリックカプセル７５ｍｇ 陽進堂 11.50
内用薬 2325005M2070 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ドルセンカプセル７５ｍｇ 辰巳化学 10.50
内用薬 2325005M2088 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 11.50
内用薬 2325005M2096 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 10.50
内用薬 2325005M2100 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 16.60
内用薬 2329002C2029 アルジオキサ ２５％１ｇ アスコンプ細粒２５％ 日本ケミファ 9.90
内用薬 2329002C3025 アルジオキサ ２０％１ｇ アランタＳＰ細粒２０％ キッセイ薬品工業 6.20
内用薬 2329002D1052 アルジオキサ １０％１ｇ アルサ顆粒１０％ 東和薬品 5.60
内用薬 2329002D2040 アルジオキサ ２０％１ｇ アルラント顆粒２０％ 日医工 5.90
内用薬 2329002D3020 アルジオキサ ２５％１ｇ イサロン顆粒２５％ あすか製薬 10.80
内用薬 2329002D3039 アルジオキサ ２５％１ｇ アテネントイン顆粒２５％ 鶴原製薬 6.20
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内用薬 2329002D3047 アルジオキサ ２５％１ｇ アルキサ顆粒２５ 小林化工 6.20
内用薬 2329002D4051 アルジオキサ ５０％１ｇ アルキサ顆粒５０ 小林化工 6.20
内用薬 2329002D4248 アルジオキサ ５０％１ｇ イサロン顆粒５０％ あすか製薬 19.20
内用薬 2329002D4256 アルジオキサ ５０％１ｇ アスコンプ顆粒５０％ 日本ケミファ 14.20
内用薬 2329002D4280 アルジオキサ ５０％１ｇ アテネントイン顆粒５０％ 鶴原製薬 6.20
内用薬 2329002D4299 アルジオキサ ５０％１ｇ ヨウアネート顆粒５０％ 陽進堂 6.20
内用薬 2329002F2114 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アランタＳＦ錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 5.60
内用薬 2329002F2122 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルサ錠１００ｍｇ 東和薬品 5.00
内用薬 2329002F2130 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルキサ錠１００ｍｇ 小林化工 5.00
内用薬 2329002F2149 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アテネントイン錠１００ｍｇ 鶴原製薬 5.00
内用薬 2329002F2157 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルジオキサ錠１００ｍｇ「イセイ」 イセイ 5.00
内用薬 2329002F2165 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 イサロン錠１００ｍｇ あすか製薬 5.60
内用薬 2329004C1153 セトラキサート塩酸塩 ４０％１ｇ レスラート細粒４０％ 陽進堂 13.10
内用薬 2329004M1159 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ラクマーゼカプセル２００ｍｇ 東和薬品 9.40
内用薬 2329004M1167 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル エルグリルカプセル２００ｍｇ 辰巳化学 8.70
内用薬 2329004M1183 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル レスラートカプセル２００ｍｇ 陽進堂 8.70
内用薬 2329005C1042 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ５％１ｇ カロデリン細粒５％ 日本ケミファ 17.70
内用薬 2329005C2081 ピレンゼピン塩酸塩水和物 １０％１ｇ ランクリック細粒１０％ 東和薬品 13.80
内用薬 2329005C2090 ピレンゼピン塩酸塩水和物 １０％１ｇ カロデリン細粒１０％ 日本ケミファ 27.80
内用薬 2329005F1103 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 ピレンゼール錠２５ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2329005F1197 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 ガタンプル錠２５ｍｇ ニプロジェネファ 5.60
内用薬 2329005F1200 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 ピン錠２５ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 2329005F1219 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 ダイト 5.60
内用薬 2329005F1227 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 ピロデイン錠２５ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 2329005F1235 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 ストマゼピン錠２５ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 2329005F1243 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 フォリンゼピン錠２５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2329005F1260 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 ランクリック錠２５ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2329006C1098 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファルト細粒１０％ ニプロファーマ 6.20
内用薬 2329006M1247 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル シバメットカプセル 東邦新薬 5.40
内用薬 2329006M1352 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファルナートカプセル５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.40
内用薬 2329006M2260 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファルナートソフトカプセル１００ｍｇ「ツル

ハラ」
鶴原製薬 6.40

内用薬 2329006M2278 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファルナートソフトカプセル１００ｍｇ「東
海」

東海カプセル 5.60

内用薬 2329008C1089 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「タイヨー」 大洋薬品工業 6.20
内用薬 2329008C1100 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ オーネスミン細粒９０％ 鶴原製薬 6.20
内用薬 2329008C1119 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ ツナルミン細粒９０％ 前田薬品工業 6.20
内用薬 2329008C1127 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「アメル」 共和薬品工業 6.20
内用薬 2329008D1157 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ ビンガスト顆粒９０％ 日医工ファーマ 6.20
内用薬 2329008D1165 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ シューアルミン顆粒９０％ サンド 6.20
内用薬 2329008D1173 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 東和薬品 6.20
内用薬 2329008S1091 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ テイガスト内服液１０％ 日医工ファーマ 2.90
内用薬 2329008S1113 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「タイヨー」 大洋薬品工業 2.90
内用薬 2329009C2080 スルピリド １０％１ｇ スルピリド細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 6.20
内用薬 2329009C3108 スルピリド ５０％１ｇ スルピリド細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 17.80
内用薬 2329009F1047 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 クールスパン錠５０ ニプロファーマ 6.30
内用薬 2329009F1098 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ（ＴＹＫ） 大正薬品工業 6.30
内用薬 2329009F1152 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.30
内用薬 2329009F1160 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ベタマック錠５０ｍｇ 沢井製薬 6.30
内用薬 2329009F1187 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 6.30
内用薬 2329009F1195 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 6.30
内用薬 2329009F1209 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 マーゲノール錠５０ｍｇ 辰巳化学 6.30
内用薬 2329009M1364 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 スルピリドカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.30
内用薬 2329009M1399 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 マーゲノールカプセル５０ｍｇ 辰巳化学 6.30
内用薬 2329009M1402 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ピリカップルカプセル５０ｍｇ イセイ 6.30
内用薬 2329011C1030 ソファルコン １０％１ｇ スコーウエ細粒１０％ 陽進堂 8.30
内用薬 2329011C1099 ソファルコン １０％１ｇ パランコン細粒１０％ 東和薬品 9.10
内用薬 2329011C1129 ソファルコン １０％１ｇ トファルコン細粒１０％ キョーリンリメディ

オ
9.10

内用薬 2329011C1137 ソファルコン １０％１ｇ ソルドロン細粒１０％ 沢井製薬 9.10
内用薬 2329011C1145 ソファルコン １０％１ｇ ラビン細粒１０％ 辰巳化学 8.30
内用薬 2329011C2036 ソファルコン ２０％１ｇ スコーウエ細粒２０％ 陽進堂 10.70
内用薬 2329011C2044 ソファルコン ２０％１ｇ セスファルコ細粒２０％ 長生堂製薬 14.70
内用薬 2329011C2052 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 13.70
内用薬 2329011C2060 ソファルコン ２０％１ｇ ソルドロン細粒２０％ 沢井製薬 14.70
内用薬 2329011C2079 ソファルコン ２０％１ｇ トファルコン細粒２０％ キョーリンリメディ

オ
13.70

内用薬 2329011C2087 ソファルコン ２０％１ｇ パランコン細粒２０％ 東和薬品 14.70
内用薬 2329011C2095 ソファルコン ２０％１ｇ ラビン細粒２０％ 辰巳化学 13.70
内用薬 2329011F1052 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ラビン錠５０ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 2329011F1060 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 トファルコン錠５０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
5.60

内用薬 2329011M1035 ソファルコン ５０ｍｇ１カプセル セスファルコ５０カプセル 長生堂製薬 5.60
内用薬 2329011M2031 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル セスファルコ１００カプセル 長生堂製薬 9.40
内用薬 2329011M2074 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル トファルコンカプセル１００ｍｇ キョーリンリメディ

オ
9.40

内用薬 2329011M2082 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ラビンカプセル１００ｍｇ 辰巳化学 8.80
内用薬 2329012C1042 テプレノン １０％１ｇ アンタゴスチン細粒１０％ 陽進堂 11.80
内用薬 2329012C1085 テプレノン １０％１ｇ セフタック細粒１０％ 沢井製薬 15.50
内用薬 2329012C1107 テプレノン １０％１ｇ セルテプノン細粒１０％ 大正薬品工業 11.80
内用薬 2329012C1220 テプレノン １０％１ｇ デムナロン細粒１０％ 鶴原製薬 14.10
内用薬 2329012C1271 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「トーワ」 東和薬品 12.80
内用薬 2329012C1280 テプレノン １０％１ｇ テルペノン細粒１０％ 共和薬品工業 11.80
内用薬 2329012C1298 テプレノン １０％１ｇ セルパス細粒１０％ シー・エイチ・オー

新薬
15.50

内用薬 2329012C1301 テプレノン １０％１ｇ コバルノン細粒１０％ 日医工 11.80
内用薬 2329012M1080 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セフタックカプセル５０ 沢井製薬 7.40
内用薬 2329012M1099 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セループカプセル５０ｍｇ 大洋薬品工業 6.60
内用薬 2329012M1102 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セルテプノンカプセル５０ｍｇ 大正薬品工業 6.60
内用薬 2329012M1226 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テルペノンカプセル５０ｍｇ 共和薬品工業 7.80
内用薬 2329012M1285 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル アンタゴスチンカプセル５０ｍｇ 陽進堂 6.00
内用薬 2329012M1293 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 7.80
内用薬 2329012M1307 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セルパスカプセル５０ｍｇ シー・エイチ・オー

新薬
7.80

内用薬 2329012M1315 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル デムナロンカプセル５０ｍｇ 鶴原製薬 6.60
内用薬 2329012M1323 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル コバルノンカプセル５０ｍｇ 日医工 6.60
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内用薬 2329015C1119 トロキシピド ２０％１ｇ 局 トロキシン細粒２０％ 大原薬品工業 12.10
内用薬 2329015F2120 トロキシピド １００ｍｇ１錠 局 トロキシピド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.10
内用薬 2329015F2138 トロキシピド １００ｍｇ１錠 局 トロキシン錠１００ｍｇ 大原薬品工業 6.10
内用薬 2329020C1012 イルソグラジンマレイン酸塩 ０．８％１ｇ 局 イルソグラジンマレイン酸塩細粒 18.20
内用薬 2329020C1110 イルソグラジンマレイン酸塩 ０．８％１ｇ 局 セレガスロン細粒０．８％ 大洋薬品工業 28.00
内用薬 2329020F1019 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠 6.00
内用薬 2329020F1035 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 局 セレガスロン錠２ 大洋薬品工業 9.70
内用薬 2329020F1051 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 局 イノマール錠２ 沢井製薬 6.90
内用薬 2329020F1108 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 局 イルガス錠２ｍｇ 日医工 7.70
内用薬 2329020F2015 イルソグラジンマレイン酸塩 ４ｍｇ１錠 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠 10.30
内用薬 2329020F2031 イルソグラジンマレイン酸塩 ４ｍｇ１錠 局 セレガスロン錠４ 大洋薬品工業 21.60
内用薬 2329021D1039 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「ＴＣＫ」 辰巳化学 22.20
内用薬 2329021D1047 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 23.50
内用薬 2329021D1055 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「あすか」 あすか製薬 22.20
内用薬 2329021D1063 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「アメル」 共和薬品工業 23.50
内用薬 2329021D1071 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「タカタ」 高田製薬 22.20
内用薬 2329021D1080 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「日医工」 日医工 22.20
内用薬 2329021F1030 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 大原薬品工業 11.10
内用薬 2329021F1048 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメディ

オ
11.10

内用薬 2329021F1056 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 12.40
内用薬 2329021F1064 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 10.20
内用薬 2329021F1072 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 10.20
内用薬 2329021F1080 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「あすか」 あすか製薬 12.40
内用薬 2329021F1099 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 11.10
内用薬 2329021F1110 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 9.60
内用薬 2329021F1129 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 9.60
内用薬 2329021F1137 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 10.20
内用薬 2329021F1145 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 10.20
内用薬 2329021F1153 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 9.60
内用薬 2329021F1161 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 9.60
内用薬 2329021F1170 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 9.60
内用薬 2329021F1188 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 9.60
内用薬 2329021F1196 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 10.20
内用薬 2329021F1200 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 9.60
内用薬 2329021F1218 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11.10
内用薬 2329021F1226 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 10.20
内用薬 2329021F1234 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 9.60
内用薬 2329021F1242 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
11.10

内用薬 2329021F1250 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.20
内用薬 2329021F1269 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 9.60
内用薬 2329021F1277 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 11.10
内用薬 2329021F1285 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 10.20
内用薬 2329021F1293 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 9.60
内用薬 2329021F2028 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 10.20
内用薬 2329021F2036 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 11.10
内用薬 2329021F2044 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
11.10

内用薬 2329022H1060 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オブランゼ錠２０ 大洋薬品工業 64.80
内用薬 2329022H1078 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプトロール錠２０ｍｇ 大正薬品工業 58.40
内用薬 2329022H1086 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 50.60
内用薬 2329022H1094 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０「ＳＷ」 メディサ新薬 87.20
内用薬 2329022H1108 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠「トーワ」２０ｍｇ 東和薬品 79.80
内用薬 2329022H1124 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメラップ錠２０ 日医工 79.80
内用薬 2329022H1132 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 エンプラール錠２０ シオノケミカル 102.10
内用薬 2329022H1140 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 71.60
内用薬 2329022H1159 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプロトン錠２０ｍｇ 沢井製薬 79.80
内用薬 2329022H1167 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 64.80
内用薬 2329022H2040 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オブランゼ錠１０ 大洋薬品工業 40.00
内用薬 2329022H2058 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠「トーワ」１０ｍｇ 東和薬品 48.80
内用薬 2329022H2066 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメラップ錠１０ 日医工 40.00
内用薬 2329022H2074 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 エンプラール錠１０ シオノケミカル 54.90
内用薬 2329022H2082 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 40.00
内用薬 2329022H2090 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０「ＳＷ」 メディサ新薬 48.80
内用薬 2329022H2104 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプロトン錠１０ｍｇ 沢井製薬 48.80
内用薬 2329022H2112 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプトロール錠１０ｍｇ 大正薬品工業 35.70
内用薬 2329022H2120 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 40.00
内用薬 2329022H2139 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 40.00
内用薬 2329023F1039 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 スタンゾームＯＤ錠１５ シオノケミカル 40.00
内用薬 2329023F1047 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 37.70
内用薬 2329023F1055 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 40.00
内用薬 2329023F1063 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ラソプランＯＤ錠１５ｍｇ 沢井製薬 58.00
内用薬 2329023F1071 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 58.00
内用薬 2329023F1080 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 37.70
内用薬 2329023F1098 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 40.00
内用薬 2329023F1101 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 58.00
内用薬 2329023F2035 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 スタンゾームＯＤ錠３０ シオノケミカル 70.80
内用薬 2329023F2043 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 70.80
内用薬 2329023F2051 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 70.80
内用薬 2329023F2060 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ラソプランＯＤ錠３０ｍｇ 沢井製薬 106.50
内用薬 2329023F2078 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 99.50
内用薬 2329023F2086 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 62.40
内用薬 2329023F2094 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 70.80
内用薬 2329023F2108 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 106.50
内用薬 2329023M1038 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル タイプロトンカプセル１５ｍｇ 大正薬品工業 40.00
内用薬 2329023M1046 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル タピゾールカプセル１５ 大洋薬品工業 40.00
内用薬 2329023M1054 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ラソプランカプセル１５ｍｇ 沢井製薬 58.00
内用薬 2329023M1070 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 37.70
内用薬 2329023M1089 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソラールカプセル１５ 日医工 40.00
内用薬 2329023M1097 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル スタンゾームカプセル１５ シオノケミカル 40.00
内用薬 2329023M1100 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 52.80
内用薬 2329023M1119 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 37.70
内用薬 2329023M1127 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 58.00
内用薬 2329023M1135 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 37.70
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内用薬 2329023M1143 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 58.00
内用薬 2329023M2034 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル タイプロトンカプセル３０ｍｇ 大正薬品工業 70.80
内用薬 2329023M2042 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル タピゾールカプセル３０ 大洋薬品工業 70.80
内用薬 2329023M2050 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ラソプランカプセル３０ｍｇ 沢井製薬 106.50
内用薬 2329023M2077 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 62.40
内用薬 2329023M2085 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソラールカプセル３０ 日医工 70.80
内用薬 2329023M2093 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル スタンゾームカプセル３０ シオノケミカル 70.80
内用薬 2329023M2107 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 88.60
内用薬 2329023M2115 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 70.80
内用薬 2329023M2123 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 99.50
内用薬 2329023M2131 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 70.80
内用薬 2329023M2140 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 106.50
内用薬 2329026D1040 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＪＧ」 日本ジェネリック 14.90
内用薬 2329026D1058 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 15.50
内用薬 2329026D1066 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＳＮ」 シオノケミカル 14.10
内用薬 2329026D1074 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＴＣＫ」 辰巳化学 15.50
内用薬 2329026D1082 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＹＤ」 陽進堂 14.10
内用薬 2329026D1090 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「サワイ」 沢井製薬 15.50
内用薬 2329026D1104 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「タイヨー」 大洋薬品工業 14.90
内用薬 2329026D1112 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「トーワ」 東和薬品 15.50
内用薬 2329026D1120 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「マイラン」 マイラン製薬 15.50
内用薬 2329027D1044 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＣＨ」 長生堂製薬 45.50
内用薬 2329027D1052 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 45.50
内用薬 2329027D1060 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＳＮ」 シオノケミカル 45.50
内用薬 2329027D1079 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＹＤ」 陽進堂 45.50
内用薬 2329027D1087 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「タイヨー」 大興製薬 50.20
内用薬 2329027D1095 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「マイラン」 マイラン製薬 50.20
内用薬 2329027F1037 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 24.90
内用薬 2329028F1031 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 97.90
内用薬 2329028F1040 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 86.40
内用薬 2329028F1058 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 101.20
内用薬 2329028F1066 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 101.20
内用薬 2329028F1074 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 92.90
内用薬 2329028F1082 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
92.90

内用薬 2329028F1090 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 86.40
内用薬 2329028F1104 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 101.20
内用薬 2329028F1112 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 101.20
内用薬 2329028F1120 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 101.20
内用薬 2329028F1139 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 79.70
内用薬 2329028F1147 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 92.90
内用薬 2329028F1155 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
97.90

内用薬 2329028F1163 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＣＨＯ
Ｓ」

シー・エイチ・オー
新薬

79.70

内用薬 2329028F1171 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 97.90

内用薬 2329028F1180 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 86.40

内用薬 2329028F1198 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 101.20

内用薬 2329028F1201 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 97.90
内用薬 2329028F1210 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ケミ

ファ」
日本ケミファ 101.20

内用薬 2329028F1228 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 86.40

内用薬 2329028F1236 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 86.40

内用薬 2329028F1244 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「タイ
ヨー」

大興製薬 73.70

内用薬 2329028F1252 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 79.70
内用薬 2329028F1260 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ゼリア」 ゼリア新薬工業 79.70

内用薬 2329028F2038 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 190.00
内用薬 2329028F2046 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 149.80
内用薬 2329028F2054 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 190.00
内用薬 2329028F2062 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 190.00
内用薬 2329028F2070 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 183.30
内用薬 2329028F2089 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
149.80

内用薬 2329028F2097 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 159.80
内用薬 2329028F2100 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 190.00
内用薬 2329028F2119 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 190.00
内用薬 2329028F2127 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 190.00
内用薬 2329028F2135 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 149.80
内用薬 2329028F2143 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 183.30
内用薬 2329028F2151 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
183.30

内用薬 2329028F2160 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ＣＨＯ
Ｓ」

シー・エイチ・オー
新薬

149.80

内用薬 2329028F2178 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 183.30

内用薬 2329028F2186 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 149.80

内用薬 2329028F2194 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 190.00

内用薬 2329028F2208 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 190.00

内用薬 2329028F2216 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 190.00

内用薬 2329028F2224 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 183.30

内用薬 2329028F2232 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 149.80

内用薬 2329028F2240 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「タイ
ヨー」

大興製薬 149.80
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内用薬 2329028F2259 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 159.80

内用薬 2329028F2267 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ゼリア」 ゼリア新薬工業 159.80

内用薬 2329107D1100 ジサイクロミン・水酸化アル
ミニウム配合剤

１ｇ レスポリックス配合顆粒 鶴原製薬 5.90

内用薬 2329116S1078 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ サンメール内用液５％ 東亜薬品 10.90
内用薬 2329116S1086 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルクレイン内用液５％ 鶴原製薬 7.30
内用薬 2329122C1044 アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物・Ｌ－グルタミン
１ｇ アズレミン配合細粒 ニプロファーマ 6.50

内用薬 2329122C1052 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 7.10

内用薬 2329122D1112 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ グロリアミン顆粒 サンド 6.20

内用薬 2329122D1341 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズクレニンＳ配合顆粒 長生堂製薬 6.50

内用薬 2329122D1350 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ ウルクゾール配合顆粒 イセイ 6.50

内用薬 2329122D1376 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ グリマック配合顆粒 沢井製薬 7.10

内用薬 2329122D1384 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ セダガストン配合顆粒 協和発酵キリン 7.10

内用薬 2329122D1392 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ トーワズレン配合顆粒 東和薬品 6.50

内用薬 2329122D1406 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ ポドニンＳ配合顆粒 大洋薬品工業 6.50

内用薬 2329122D1422 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ マナミンＧＡ配合顆粒 鶴原製薬 6.20

内用薬 2329122D1430 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ メサドリンＳ配合顆粒 前田薬品工業 7.10

内用薬 2329122D1449 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ ヨウズレンＳ配合顆粒 陽進堂 6.20

内用薬 2329122D1457 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ ルフレン配合顆粒 日医工ファーマ 7.10

内用薬 2329122D1465 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレンスルホン酸ナトリウム・Ｌ－グルタミン
配合顆粒「クニヒロ」

皇漢堂製薬 6.20

内用薬 2333003B1032 センブリ １ｇ ※ センブリ散（純生） 純生薬品工業 6.20
内用薬 2339003B1184 β－ガラクトシダーゼ（アス

ペルギルス）
５０％１ｇ ラクチーム散５０％ わかもと製薬 18.40

内用薬 2339003B1206 β－ガラクトシダーゼ（アス
ペルギルス）

５０％１ｇ カラシミーゼ散５０％ 鶴原製薬 20.00

内用薬 2339003D1029 β－ガラクトシダーゼ（アス
ペルギルス）

５０％１ｇ オリザチーム顆粒 ヤクルト本社 37.80

内用薬 2339105X1022 炭酸水素ナトリウム・ゲンチ
アナ末配合剤

１ｇ 重散 三恵薬品 6.20

内用薬 2339113D1039 サナクターゼ配合剤 １ｇ エクセラーゼ配合顆粒 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

10.30

内用薬 2339114F1034 サナクターゼ配合剤 １錠 エクセラーゼ配合錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

5.60

内用薬 2339114M1033 サナクターゼ配合剤 １カプセル エクセラーゼ配合カプセル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

5.60

内用薬 2339137D1034 納豆菌配合消化酵素製剤 １ｇ コンクチームＮ配合顆粒 エムジーファーマ 6.20
内用薬 2339143X1028 サンプローゼ配合剤 １カプセル シバラーゼＳ 東邦新薬 5.60
内用薬 2339154X1026 サンプローゼ配合剤 １錠 ハイパーチーム 東邦新薬 5.60
内用薬 2339159M1030 ビオヂアスターゼ１０００配

合剤
１カプセル フェルターゼ配合カプセル 佐藤薬品工業 6.00

内用薬 2339161P1042 ビオヂアスターゼ１０００配
合剤

１カプセル フェンラーゼ配合カプセル 日医工 5.60

内用薬 2339178B1040 ジアスターゼ・生薬配合剤 １ｇ ＨＭ散 小西製薬 5.60
内用薬 2339178B1075 ジアスターゼ・生薬配合剤 １ｇ ＮＩＭ配合散 日医工 5.60
内用薬 2339178B1083 ジアスターゼ・生薬配合剤 １ｇ ＯＭ配合散 日医工ファーマ 5.60
内用薬 2339179B1037 ビオヂアスターゼ・生薬配合

剤
１ｇ マナミンＴＭ散 鶴原製薬 6.20

内用薬 2339189B1065 ジアスターゼ・生薬配合剤 １ｇ ピーマーゲン配合散 昭和薬品化工 6.20
内用薬 2339189B1073 ジアスターゼ・生薬配合剤 １ｇ リーダイＭＭ配合散 大洋薬品工業 6.20
内用薬 2339198M1049 ビオヂアスターゼ２０００配

合剤
１カプセル セブンイー・Ｐ配合カプセル 科研製薬 5.80

内用薬 2339206F1062 ビオヂアスターゼ１０００配
合剤

１錠 サニアーゼ配合錠 イセイ 5.60

内用薬 2339206F1070 ビオヂアスターゼ１０００配
合剤

１錠 アリーゼＳ配合錠 前田薬品工業 5.60

内用薬 2339209M1022 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１カプセル ケイラーゼＡカプセル 三恵薬品 5.60

内用薬 2339225D1048 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１ｇ ヨウラーゼＥ配合顆粒 陽進堂 8.90

内用薬 2339226D1026 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１ｇ ケイラーゼＳ顆粒 三恵薬品 9.40

内用薬 2339229D1038 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１ｇ ハイフル配合顆粒 丸石製薬 12.70

内用薬 2339230D1030 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１ｇ パスターゼＳＡ配合顆粒 長生堂製薬 9.40

内用薬 2339234F1030 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１錠 エンテラーゼ配合錠 前田薬品工業 5.60

内用薬 2339235F1034 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１錠 オーネスＳＴ配合錠 鶴原製薬 5.60

内用薬 2339241F1048 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１錠 タンチパン配合錠 大洋薬品工業 5.40

内用薬 2339241F1056 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１錠 ボルトミー配合錠 全星薬品工業 5.40

内用薬 2339244M1032 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１カプセル オーネスＳＰ配合カプセル 鶴原製薬 5.60

内用薬 2339251M1032 ビオヂアスターゼ１０００配
合剤

１カプセル ネオ・エフラーゼ配合カプセル シオエ製薬 5.60

内用薬 2339255M1030 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１カプセル オーネスＳＺ配合カプセル 鶴原製薬 5.60

内用薬 2339262D1030 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１ｇ オーネスＮ配合顆粒 鶴原製薬 18.00

内用薬 2339263B1034 ビオヂアスターゼ・生薬配合
剤

１ｇ ＭＭＤ配合散 吉田製薬 6.20

内用薬 2339264B1039 カンゾウ末配合剤 １ｇ エヌ・エス配合散 日新製薬（山形） 6.20
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内用薬 2339265F1027 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１錠 マックターゼ配合錠 沢井製薬 5.60

内用薬 2343006B1032 合成ヒドロタルサイト ９８％１ｇ サモール散９８％ マイラン製薬 6.20
内用薬 2344005F1045 炭酸水素ナトリウム ５００ｍｇ１錠 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 5.60
内用薬 2344008F1049 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠「タイヨー」５００ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2344008F1057 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠「ヨシダ」５００ｍｇ 吉田製薬 5.80
内用薬 2344008F1065 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠５００「ＫＮ」 小林化工 5.60
内用薬 2344008F1081 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ 5.70
内用薬 2344008F2029 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 炭カル錠「ヨシダ」２５０ｍｇ 吉田製薬 5.80
内用薬 2344009C1020 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグラックス細粒８３％ 吉田製薬 13.60
内用薬 2344009C1039 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％「ケンエー」 健栄製薬 13.60
内用薬 2344009F1027 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグラックス錠２５０ｍｇ 吉田製薬 5.60
内用薬 2344009F1035 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグミット錠２５０ｍｇ 協和化学工業 5.60
内用薬 2344009F1043 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 カイマックス錠２５０ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2344009F1051 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ＴＸ」 トライックス 5.60
内用薬 2344009F1060 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「モチダ」 持田製薬 5.60
内用薬 2344009F2023 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグラックス錠３３０ｍｇ 吉田製薬 5.60
内用薬 2344009F2031 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグミット錠３３０ｍｇ 協和化学工業 5.60
内用薬 2344009F2040 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 カイマックス錠３３０ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2344009F2058 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ＴＸ」 トライックス 5.60
内用薬 2344009F2066 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「モチダ」 持田製薬 5.60
内用薬 2344009F3020 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 マグラックス錠２００ｍｇ 吉田製薬 5.60
内用薬 2344009F4026 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグラックス錠５００ｍｇ 吉田製薬 5.60
内用薬 2344009F4034 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグミット錠５００ｍｇ 協和化学工業 5.60
内用薬 2344009F5022 酸化マグネシウム ３００ｍｇ１錠 マグラックス錠３００ｍｇ 吉田製薬 5.60
内用薬 2344009F6029 酸化マグネシウム ４００ｍｇ１錠 マグラックス錠４００ｍｇ 吉田製薬 5.60
内用薬 2349100X1174 水酸化アルミニウムゲル・水

酸化マグネシウム
１０ｍＬ アクアスチン配合内用液 ビオメディクス 9.70

内用薬 2349100X1182 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１０ｍＬ アシドレス配合内服液 中北薬品 9.70

内用薬 2349100X1204 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１０ｍＬ タイメック配合内用液 大洋薬品工業 12.40

内用薬 2349100X1212 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１０ｍＬ ディクアノン配合内用液 日新製薬（山形） 9.70

内用薬 2349100X1220 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液 日医工ファーマ 12.40

内用薬 2349100X1239 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液分包 日医工ファーマ 12.40

内用薬 2349100X1247 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１０ｍＬ マルファ配合内服液 東洋製薬化成 18.40

内用薬 2349101D1156 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ アイスフラット懸濁用配合顆粒 長生堂製薬 6.20

内用薬 2349101D1164 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ ウィットコップ懸濁用配合顆粒 陽進堂 6.20

内用薬 2349101D1199 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ タイメック懸濁用配合顆粒 大洋薬品工業 6.20

内用薬 2349101D1202 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ ディクアノン懸濁用配合顆粒 日新製薬（山形） 6.20

内用薬 2349101D1210 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ ハイリース懸濁用配合顆粒 イセイ 6.20

内用薬 2349101D1229 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ マックメット懸濁用配合ＤＳ 沢井製薬 6.60

内用薬 2349101D1237 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ マルファ懸濁用配合顆粒 東洋製薬化成 18.70

内用薬 2349101D1245 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ マーレッジ懸濁用配合ＤＳ 東和薬品 6.20

内用薬 2349101D1253 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ マーロックス懸濁用配合顆粒 サノフィ・アベン
ティス

18.70

内用薬 2349101D1261 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ リタロクス懸濁用配合顆粒 鶴原製薬 6.20

内用薬 2354001X1022 カスカラサグラダ流エキス １０ｍＬ ※ カスカラサグラダ流エキス（司生堂） 司生堂製薬 12.80
内用薬 2354002F2028 センナエキス ８０ｍｇ１錠 ヨーデルＳ糖衣錠－８０ 藤本製薬 7.10
内用薬 2354002F2036 センナエキス ８０ｍｇ１錠 ヨーヤクール錠８０ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2354003D2048 センノシド ８％１ｇ センノサイド顆粒８％「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 14.00
内用薬 2354003D2056 センノシド ８％１ｇ ソルドール顆粒８％ ジェイドルフ製薬 13.50
内用薬 2354003F2189 センノシド １２ｍｇ１錠 プルノサイド錠１２ｍｇ 辰巳化学 5.00
内用薬 2354003F2197 センノシド １２ｍｇ１錠 フォルセニッド錠１２ｍｇ マイラン製薬 5.00
内用薬 2354003F2200 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 5.00
内用薬 2354003F2227 センノシド １２ｍｇ１錠 ペンクルシン錠１２ｍｇ 東和薬品 5.00
内用薬 2354003F2235 センノシド １２ｍｇ１錠 セネバクール錠１２ｍｇ 生晃栄養薬品 5.00
内用薬 2354003F2243 センノシド １２ｍｇ１錠 センノサイド錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.00
内用薬 2354003F2251 センノシド １２ｍｇ１錠 センナリド錠１２ｍｇ サンド 5.00
内用薬 2354003F2260 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.00
内用薬 2354003F2278 センノシド １２ｍｇ１錠 センノサイド錠１２ｍｇ 大正薬品工業 5.00
内用薬 2354003F2286 センノシド １２ｍｇ１錠 センナル錠１２ｍｇ 陽進堂 5.00
内用薬 2354003F2294 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルダナ錠１２ｍｇ 堀井薬品工業 5.00
内用薬 2354003F2308 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルドール錠１２ｍｇ ジェイドルフ製薬 5.00
内用薬 2354003F2324 センノシド １２ｍｇ１錠 リタセンド錠１２ｍｇ 鶴原製薬 5.00
内用薬 2354003S1032 センノシド ２．４％１ｍＬ センノサイド内用液２．４％ 大正薬品工業 9.40
内用薬 2359005D1098 ピコスルファートナトリウム

水和物
１％１ｇ ヨーピス顆粒１％ イセイ 10.20

内用薬 2359005D1101 ピコスルファートナトリウム
水和物

１％１ｇ ピコダルム顆粒１％ 日新製薬（山形） 24.20

内用薬 2359005F1110 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 アペリール錠２．５ 日医工 5.60

内用薬 2359005F1137 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 シンラック錠２．５ 岩城製薬 5.60

内用薬 2359005F1145 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 スルチミン錠２．５ｍｇ 沢井製薬 5.60

内用薬 2359005F1161 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 コンスーベン錠２．５ｍｇ 鶴原製薬 5.60

内用薬 2359005F1170 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 ファースルー錠２．５ｍｇ 伏見製薬所 5.60

内用薬 2359005F1188 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 ヨーピス錠２．５ｍｇ イセイ 5.60

内用薬 2359005F1196 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 ピコベン錠２．５ｍｇ ザイダスファーマ 5.60
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内用薬 2359005F1200 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 チャルドール錠２．５ｍｇ 大洋薬品工業 6.10

内用薬 2359005F2028 ピコスルファートナトリウム
水和物

１ｍｇ１錠 チャルドール錠１ｍｇ 大洋薬品工業 5.40

内用薬 2359005F3032 ピコスルファートナトリウム
水和物

７．５ｍｇ１錠 シンラック錠７．５ 岩城製薬 7.10

内用薬 2359005M1071 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１カプセル ピコスルファットカプセル２．５ｍｇ 東洋カプセル 6.00

内用薬 2359005M1080 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１カプセル ピコルーラカプセル２．５ｍｇ 日本薬品工業 6.00

内用薬 2359005R1079 ピコスルファートナトリウム
水和物

１％１ｇ フルレールＤＳ１％ 高田製薬 18.90

内用薬 2359005R1087 ピコスルファートナトリウム
水和物

１％１ｇ アペリールドライシロップ１％ 日医工 11.80

内用薬 2359005R1095 ピコスルファートナトリウム
水和物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムＤＳ１％「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 21.10

内用薬 2359005R1109 ピコスルファートナトリウム
水和物

１％１ｇ スナイリンドライシロップ１％ アボットジャパン 30.00

内用薬 2359005S1151 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ ファレスタック液０．７５％ 東和薬品 11.50

内用薬 2359005S1160 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ フルレール内用液０．７５％ 高田製薬 12.20

内用薬 2359005S1178 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ ベルベロン内用液０．７５％ 日医工ファーマ 9.90

内用薬 2359005S1186 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ コンスーベン内用液０．７５％ 鶴原製薬 9.90

内用薬 2359005S1194 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ チャルドール内用液０．７５％ 大洋薬品工業 12.20

内用薬 2359005S1216 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ ヨーピス内用液０．７５％ イセイ 11.50

内用薬 2359005S1224 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ ラキソデート内用液０．７５％ 小林化工 11.50

内用薬 2359005S1232 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ シンラック内用液０．７５％ 岩城製薬 12.20

内用薬 2359005S1259 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％
「ＣＨＯＳ」

シー・エイチ・オー
新薬

9.90

内用薬 2359005S1267 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％
「ＰＰ」

ポーラファルマ 9.90

内用薬 2359005S1275 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％
「タナベ」

長生堂製薬 9.90

内用薬 2359102X1056 センナ・センナ実 １ｇ ピムロ顆粒 摩耶堂製薬 6.20
内用薬 2359102X1064 センナ・センナ実 １ｇ セリナリート顆粒 シオノケミカル 6.20
内用薬 2359106B1022 複方カンゾウ １ｇ 複方甘草散「スズ」 鈴粉末薬品 5.90
内用薬 2359106B1030 複方カンゾウ １ｇ ※ 複方カンゾウ散（純生） 純生薬品工業 5.90
内用薬 2359108F1058 ジオクチルソジウムスルホサ

クシネート・カサンスラノー
ル

１錠 ベンコール配合錠 日医工ファーマ 5.60

内用薬 2359108F1066 ジオクチルソジウムスルホサ
クシネート・カサンスラノー
ル

１錠 ビーマス配合錠 日本臓器製薬 5.60

内用薬 2359109B1077 人工カルルス塩 １０ｇ 人工カルルス塩「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 6.30
内用薬 2359109B1115 人工カルルス塩 １０ｇ 人工カルルス塩「ヤマゼン」 山善製薬 7.40
内用薬 2362001F1037 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ゴクミシン錠５０ ニプロジェネファ 6.00
内用薬 2362001F1053 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 レプター錠５０ 日本ジェネリック 5.60
内用薬 2362001F1061 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルデナシン錠５０ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2362001F1070 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルサミック錠５０ ニプロファーマ 6.00
内用薬 2362001F1096 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルデストン錠５０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2362001F2050 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ゴクミシン錠１００ ニプロジェネファ 6.20
内用薬 2362001F2068 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 レプター錠１００ 日本ジェネリック 5.80
内用薬 2362001F2084 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルデナシン錠１００ 大洋薬品工業 5.80
内用薬 2362001F2122 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルサミック錠１００ ニプロファーマ 6.20
内用薬 2362001F2157 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 プレコート錠１００ｍｇ 辰巳化学 5.70
内用薬 2362001F2165 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウビロン錠１００ｍｇ 沢井製薬 6.50
内用薬 2362001F2173 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 6.30

内用薬 2362001F2181 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルデストン錠１００ｍｇ 東和薬品 6.30
内用薬 2369001F1097 アネトールトリチオン １２．５ｍｇ１錠 アテネントール錠１２．５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2391002Q1026 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１包 グラニセトロン内服ゼリー１ｍｇ「ケミファ」 日医工ファーマ 529.60

内用薬 2391002Q2022 グラニセトロン塩酸塩 ２ｍｇ１包 グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 日医工ファーマ 936.70

内用薬 2399004C1085 メトクロプラミド ２％１ｇ プラミール細粒２％ ナガセ医薬品 6.20
内用薬 2399004C1093 メトクロプラミド ２％１ｇ フォリクロン細粒２％ 鶴原製薬 6.20
内用薬 2399004D1048 メトクロプラミド ２％１ｇ ペラプリン顆粒２％ 大洋薬品工業 6.20
内用薬 2399004F1154 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 アノレキシノン錠５ 東和薬品 5.60
内用薬 2399004F1162 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 フォリクロン錠５ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2399004F1170 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 テルペラン錠５ あすか製薬 5.60
内用薬 2399004F1189 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 ペラプリン錠５ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2399004F1219 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 エリーテン錠５ｍｇ 高田製薬 5.60
内用薬 2399004F1227 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 プラミール錠５ｍｇ ナガセ医薬品 5.60
内用薬 2399004F2029 メトクロプラミド １０ｍｇ１錠 局 テルペラン錠１０ あすか製薬 6.00
内用薬 2399004Q1082 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ ペラプリンシロップ０．１％ 大洋薬品工業 11.00
内用薬 2399004Q1104 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ プラミールシロップ０．１％ ナガセ医薬品 21.70
内用薬 2399005F1043 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ハドドリン錠「５」 辰巳化学 5.60
内用薬 2399005F1078 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 5.60
内用薬 2399005F1086 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 5.60
内用薬 2399005F1094 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ノーゼア錠５ｍｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 2399005F1108 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリン錠５ 沢井製薬 5.60
内用薬 2399005F1116 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナシロビン錠５ 日医工ファーマ 5.80
内用薬 2399005F1124 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 フォリメジン錠５ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2399005F1132 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ペリゼリン錠５ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2399005F1140 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ペロリック錠５ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2399005F1159 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 モンロビア錠５ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2399005F1167 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2399005F1175 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ジャックマール錠５ 陽進堂 5.60
内用薬 2399005F1183 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 5.80
内用薬 2399005F2074 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ノーゼア錠１０ｍｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 2399005F2082 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナシロビン錠１０ 日医工ファーマ 5.80
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内用薬 2399005F2104 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ペリゼリン錠１０ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2399005F2112 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 モンロビア錠１０ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2399005F2120 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ハドドリン錠「１０」 辰巳化学 5.60
内用薬 2399005F2139 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリン錠１０ 沢井製薬 5.60
内用薬 2399005F2147 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ジャックマール錠１０ 陽進堂 5.60
内用薬 2399005F2198 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 フォリメジン錠１０ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2399005F2260 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 5.80
内用薬 2399005F2279 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ペロリック錠１０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2399005F2287 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2399005F2295 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 5.60
内用薬 2399005F2309 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 5.60
内用薬 2399005R1015 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリドン１％シロップ用 6.90
内用薬 2399005R1171 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリンＤＳ１％ 沢井製薬 12.30
内用薬 2399006C1157 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ セエルミート細粒２０％ 鶴原製薬 7.20
内用薬 2399006C1165 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ テフメチン細粒２０％ 小林化工 9.50
内用薬 2399006C1173 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ トライシー細粒２０％ 大原薬品工業 9.50
内用薬 2399006F1340 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 ネプテン錠１００ｍｇ ナガセ医薬品 5.60
内用薬 2399006F1358 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 ピレマイン錠１００ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 2399006F1366 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 メブコロン錠１００ｍｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 2399006F1374 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 サルナチン錠１００ｍｇ 日医工ファーマ 5.80
内用薬 2399006F1382 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 ブチキノン錠１００ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2399006F1404 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 メブチット錠１００ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 2399006F1412 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 セエルミート錠１００ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2399006F1420 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 テフメチン錠１００ｍｇ 小林化工 5.60
内用薬 2399006F1447 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 5.60

内用薬 2399006F1455 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 ニチマロン錠１００ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2399006F1463 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 ベーエム錠１００ｍｇ キョーリンリメディ

オ
5.60

内用薬 2399006F1480 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 サキオン錠１００ｍｇ 原沢製薬工業 5.80
内用薬 2399006F1498 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 サペスロン錠１００ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 2399006F1501 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 マストリック錠１００ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2399006F1510 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トライシー錠１００ｍｇ 大原薬品工業 5.60
内用薬 2399008F1039 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 11.00
内用薬 2399008F1047 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 11.00
内用薬 2399008F1055 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 12.10
内用薬 2399008F1063 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 11.00
内用薬 2399008F1071 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
12.10

内用薬 2399008F1080 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 11.00
内用薬 2399008F1098 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 12.10
内用薬 2399008F1101 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 12.10
内用薬 2399008F1110 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 12.10
内用薬 2399008F1128 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 12.10
内用薬 2399008F1136 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 13.00
内用薬 2399008F1144 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 13.00
内用薬 2399008F1152 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 13.00
内用薬 2399009D1024 メサラジン ５０％１ｇ メサラジン顆粒５０％「ＡＫＰ」 小林化工 67.20
内用薬 2399009F1033 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 33.50
内用薬 2399009F1041 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 33.50
内用薬 2399009F1050 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 33.50
内用薬 2399009F1068 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 29.20
内用薬 2399009F1076 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 33.50
内用薬 2399009F1084 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 24.80
内用薬 2399009F1092 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 31.20
内用薬 2399009F1106 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「サワイ」 日本薬品工業 31.20
内用薬 2399009F1114 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 29.20
内用薬 2399009F1122 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 31.20
内用薬 2399009F1130 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 29.20
内用薬 2399009F2048 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 66.90
内用薬 2399009F2056 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 61.30
内用薬 2399009F2064 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 61.30
内用薬 2399009F2072 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」 日本薬品工業 66.90
内用薬 2399009F2080 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 56.50
内用薬 2399009F2099 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 66.90
内用薬 2399009F2102 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 56.50
内用薬 2399009F2110 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 61.30
内用薬 2399011C1069 ポリカルボフィルカルシウム ８３．３％１ｇ ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％「日医工」 日医工 18.10

内用薬 2454002S1130 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デキサメタゾンエリキシル０．０１％「トーワ」 東和薬品 1.70

内用薬 2454002S1149 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デキサメサゾンエリキシル０．０１％「ニッシ
ン」

日新製薬（山形） 1.70

内用薬 2454004B1059 ベタメタゾン ０．１％１ｇ リネステロン散０．１％ 扶桑薬品工業 21.00
内用薬 2454004F2081 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 6.30
内用薬 2454004F2103 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 リネステロン錠０．５ｍｇ 扶桑薬品工業 6.30
内用薬 2459100F1120 ベタメタゾン・ｄ－クロル

フェニラミンマレイン酸塩
１錠 エンペラシン配合錠 沢井製薬 5.60

内用薬 2459100F1146 ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 サクコルチン配合錠 日医工 5.60

内用薬 2459100F1154 ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 セレスターナ配合錠 小林化工 5.60

内用薬 2459100F1170 ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 ヒスタブロック配合錠 共和薬品工業 5.60

内用薬 2459100F1189 ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 プラデスミン配合錠 大洋薬品工業 5.60

内用薬 2459100F1197 ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 ベタセレミン配合錠 東和薬品 5.60

内用薬 2478001F2012 クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル２５ｍｇ錠 13.50
内用薬 2478001F2276 クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠 プロスタット錠２５ｍｇ 日本新薬 89.00
内用薬 2478001F2284 クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠 プレストロン錠２５ｍｇ ローマン工業 22.80
内用薬 2478001F2314 クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠 エフミン錠２５ｍｇ 富士製薬工業 31.90
内用薬 2478001F2357 クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠 ロンステロン錠２５ｍｇ 日新製薬（山形） 52.30
内用薬 2478001G1054 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 クロキナンＬ錠５０ｍｇ 三和化学研究所 48.90
内用薬 2478001G1100 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 プレストロン徐放錠５０ｍｇ ローマン工業 74.80
内用薬 2478001G1119 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 ゲシンＬ錠５０ｍｇ 小林化工 64.10
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内用薬 2478001G1127 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 ジルスタンＬ錠５０ｍｇ 東和薬品 64.10
内用薬 2478001G1135 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍｇ「タ

イヨー」
大洋薬品工業 64.10

内用薬 2478002F1045 メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

２．５ｍｇ１錠 メドキロン錠２．５ 東和薬品 8.80

内用薬 2478002F1053 メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

２．５ｍｇ１錠 ネルフィン錠２．５ ポーラファルマ 12.20

内用薬 2478002F1061 メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

２．５ｍｇ１錠 プロゲストン錠２．５ｍｇ 富士製薬工業 20.40

内用薬 2478002F2050 メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

５ｍｇ１錠 プロゲストン錠５ｍｇ 富士製薬工業 20.40

内用薬 2478002F3048 メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

２００ｍｇ１錠 プロゲストン錠２００ 富士製薬工業 145.50

内用薬 2479003F2019 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 アリルエストレノール２５ｍｇ錠 21.70
内用薬 2479003F2035 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 アランダール錠２５ 大正薬品工業 25.30
内用薬 2479003F2043 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 エルモラン錠２５ 沢井製薬 33.90
内用薬 2479003F2078 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 ペリアス錠２５ｍｇ 日本新薬 58.80
内用薬 2479003F2094 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 コバレノール錠２５ 小林化工 25.30
内用薬 2479003F2108 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 メイエストン錠２５ 東和薬品 33.90
内用薬 2482003F1042 ノルエチステロン・メストラ

ノール
１錠 ビホープＡ錠 富士製薬工業 7.80

内用薬 2491001F5021 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 Ｓ－カルジー錠２５ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2491001F5030 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリクロモン錠２５ 日医工 5.60
内用薬 2491001F5064 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カルニアチンＳ錠２５ ニプロファーマ 5.60
内用薬 2491001F5072 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 サイモチンＳ錠２５ 東和薬品 5.60
内用薬 2491001F5110 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 プロクレイン錠２５ 東菱薬品工業 5.60
内用薬 2491001F5129 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 プロモチンＳ錠２５ ローマン工業 11.50
内用薬 2491001F5137 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 ローザグッド錠２５ 藤本製薬 12.40
内用薬 2491001F5145 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリレチンＳ錠２５単位 共和薬品工業 5.60
内用薬 2491001F5153 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 サークリンＳ錠２５ 昭和薬品化工 5.60
内用薬 2491001F5161 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「アメル」 共和薬品工業 5.60
内用薬 2491001F6028 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カセルミン錠５０ 全星薬品工業 5.60
内用薬 2491001F6036 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリクロモン錠５０ 日医工 6.70
内用薬 2491001F6079 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルニアチン錠５０ ニプロファーマ 9.80
内用薬 2491001F6087 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 クライスリン錠５０ 三笠製薬 5.60
内用薬 2491001F6095 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 クレルモン錠５０ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2491001F6109 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 サイモチンＳ錠５０ 東和薬品 5.60
内用薬 2491001F6133 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 ビドクレイン錠５０ 辰巳化学 6.70
内用薬 2491001F6141 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 プロクレイン錠５０ 東菱薬品工業 6.70
内用薬 2491001F6150 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 プロモチンＳ錠５０ ローマン工業 20.20
内用薬 2491001F6168 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 ローザグッド錠５０ 藤本製薬 13.70
内用薬 2491001F6176 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 Ｓ－カルジー錠５０ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 2491001F6184 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルタゴン錠５０ 鶴原製薬 5.60
内用薬 2491001M3052 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カリクロモンカプセル２５単位 日医工 5.60
内用薬 2491001M3060 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カセルミンカプセル２５ 全星薬品工業 5.60
内用薬 2559001M1074 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル ヘモタイトカプセル２００ｍｇ サンド 14.30
内用薬 2559003F1040 メリロートエキス ２５ｍｇ１錠 タカベンス錠２５ｍｇ 高田製薬 5.60
内用薬 2590002F1010 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩２００ｍｇ錠 7.90
内用薬 2590002F1380 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ルアダン錠２００ｍｇ ナガセ医薬品 14.00
内用薬 2590002F1401 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボサート錠２００ｍｇ ダイト 10.40
内用薬 2590002F1444 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ウロステート錠２００ｍｇ あすか製薬 14.00
内用薬 2590002F1452 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ハルニンコーワ錠２００ｍｇ 大正薬品工業 14.00
内用薬 2590002F1460 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 10.40

内用薬 2590004F1010 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 リトドリン塩酸塩錠 16.80
内用薬 2590004F1214 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 リンドルフ錠５ｍｇ 日医工ファーマ 24.70
内用薬 2590004F1273 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ルテオニン錠５ｍｇ あすか製薬 76.60
内用薬 2590005F1014 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩２ｍｇ錠 5.60
内用薬 2590005F1111 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オリベート錠２ 沢井製薬 7.10
内用薬 2590005F1197 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ポラチール２ｍｇ錠 寿製薬 7.10
内用薬 2590005F2010 オキシブチニン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩３ｍｇ錠 6.50
内用薬 2590005F2100 オキシブチニン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 オリベート錠３ 沢井製薬 7.40
内用薬 2590005F2150 オキシブチニン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ポラチール３ｍｇ錠 寿製薬 10.00
内用薬 2590005F3041 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オリベート錠１ 沢井製薬 5.60
内用薬 2590005F3076 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ポラチール１ｍｇ錠 寿製薬 4.50
内用薬 2590005F3084 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ウルゲント錠１ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2590005F3092 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 2590005F3106 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 デライブ錠１ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 2590005F3114 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ポスチニン錠１ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2590007F1048 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ウロナベリン錠１０ 日医工 42.10
内用薬 2590007F1064 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０「ＫＮ」 小林化工 50.00
内用薬 2590007F1072 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＫＫ」 三和化学研究所 45.40
内用薬 2590007F1080 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 28.00
内用薬 2590007F1099 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０「タツミ」 辰巳化学 28.00
内用薬 2590007F1102 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ノーラガード錠１０ｍｇ 東和薬品 50.00
内用薬 2590007F1110 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 バップベリン錠１０ｍｇ 興和テバ 33.30
内用薬 2590007F1129 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 バルレール錠１０ 日新製薬（山形） 33.30
内用薬 2590007F1137 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 バンコミック錠１０ 大洋薬品工業 29.70
内用薬 2590007F1145 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ビフォルベリン錠１０ｍｇ 長生堂製薬 18.50
内用薬 2590007F1153 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベ錠１０ｍｇ 陽進堂 33.30
内用薬 2590007F1161 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ペニフォー錠１０ キョーリンリメディ

オ
24.90

内用薬 2590007F1170 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベンズフォー錠１０ｍｇ メディサ新薬 42.10
内用薬 2590007F1196 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ミクトノーム錠１０ｍｇ 大正薬品工業 45.40
内用薬 2590007F1200 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ユリロシン錠１０ ダイト 33.30
内用薬 2590007F1218 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 29.70
内用薬 2590007F1226 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 18.50
内用薬 2590007F1234 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 36.20
内用薬 2590007F1242 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 29.70
内用薬 2590007F2036 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ウロナベリン錠２０ 日医工 67.80
内用薬 2590007F2052 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０「ＫＮ」 小林化工 74.50
内用薬 2590007F2060 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 47.50
内用薬 2590007F2079 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０「タツミ」 辰巳化学 35.60
内用薬 2590007F2087 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ノーラガード錠２０ｍｇ 東和薬品 82.40
内用薬 2590007F2095 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 バップベリン錠２０ｍｇ 興和テバ 52.70
内用薬 2590007F2109 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 バルレール錠２０ 日新製薬（山形） 47.50
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内用薬 2590007F2117 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 バンコミック錠２０ 大洋薬品工業 52.70
内用薬 2590007F2125 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベ錠２０ｍｇ 陽進堂 52.70
内用薬 2590007F2133 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ペニフォー錠２０ キョーリンリメディ

オ
35.60

内用薬 2590007F2141 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ベンズフォー錠２０ｍｇ メディサ新薬 74.50
内用薬 2590007F2168 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ミクトノーム錠２０ｍｇ 大正薬品工業 74.50
内用薬 2590007F2176 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ユリロシン錠２０ ダイト 52.70
内用薬 2590007F2184 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 58.70
内用薬 2590007F2192 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＫＫ」 三和化学研究所 82.40
内用薬 2590007F2206 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 52.70
内用薬 2590007F2214 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 58.70
内用薬 2590007F2222 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 67.80
内用薬 2590007F2230 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ビフォルベリン錠２０ｍｇ 長生堂製薬 35.60
内用薬 2590008F1034 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 ハルスローＯＤ錠０．１ｍｇ 沢井製薬 37.10
内用薬 2590008F1042 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロンＯＤ錠０．１ｍｇ 東和薬品 41.80
内用薬 2590008F1050 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 37.10

内用薬 2590008F1069 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「興和テ
バ」

大正薬品工業 33.90

内用薬 2590008F1077 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「日医工」 日医工 31.80

内用薬 2590008F1085 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 33.90

内用薬 2590008F1093 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

24.60

内用薬 2590008F1107 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 リストリームＯＤ錠０．１ｍｇ キョーリンリメディ
オ

41.80

内用薬 2590008F1115 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 24.60

内用薬 2590008F1123 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 37.10

内用薬 2590008F2030 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 ハルスローＯＤ錠０．２ｍｇ 沢井製薬 76.40
内用薬 2590008F2049 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロンＯＤ錠０．２ｍｇ 東和薬品 89.70
内用薬 2590008F2057 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 76.40

内用薬 2590008F2065 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「興和テ
バ」

大正薬品工業 55.90

内用薬 2590008F2073 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「日医工」 日医工 55.90

内用薬 2590008F2081 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 48.20

内用薬 2590008F2090 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

38.50

内用薬 2590008F2103 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 リストリームＯＤ錠０．２ｍｇ キョーリンリメディ
オ

76.40

内用薬 2590008F2111 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 48.20

内用薬 2590008F2120 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 76.40

内用薬 2590008F3029 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 塩酸タムスロシン錠０．１「ＥＫ」 小林化工 47.90
内用薬 2590008F4025 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 塩酸タムスロシン錠０．２「ＥＫ」 小林化工 98.50
内用薬 2590008N1039 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ウロスロールカプセル０．１ 日医工 31.80
内用薬 2590008N1047 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．１「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 28.10

内用薬 2590008N1055 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 24.60

内用薬 2590008N1063 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロンカプセル０．１ｍｇ 東和薬品 41.80
内用薬 2590008N1071 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ハルスロー０．１ｍｇカプセル 沢井製薬 37.10
内用薬 2590008N1080 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ハルタムカプセル０．１ｍｇ 日本薬品工業 37.10
内用薬 2590008N1098 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル パルナックカプセル０．１ｍｇ 大洋薬品工業 31.80
内用薬 2590008N1110 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル リストリームカプセル０．１ｍｇ キョーリンリメディ

オ
41.80

内用薬 2590008N1128 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 47.90

内用薬 2590008N1136 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ハラナシンカプセル０．１ｍｇ 日新製薬（山形） 33.90
内用薬 2590008N1144 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ＴＹ

Ｋ」
大正薬品工業 33.90

内用薬 2590008N1152 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 24.60

内用薬 2590008N1160 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ハルリーブカプセル０．１ｍｇ シオノケミカル 24.60
内用薬 2590008N1179 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 37.10

内用薬 2590008N1187 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ハロネロールカプセル０．１ｍｇ 長生堂製薬 37.10
内用薬 2590008N2035 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル ウロスロールカプセル０．２ 日医工 55.90
内用薬 2590008N2043 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．２「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 48.20

内用薬 2590008N2051 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 48.20

内用薬 2590008N2060 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル ハルスロー０．２ｍｇカプセル 沢井製薬 76.40
内用薬 2590008N2078 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル ハルタムカプセル０．２ｍｇ 日本薬品工業 76.40
内用薬 2590008N2086 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル パルナックカプセル０．２ｍｇ 大洋薬品工業 55.90
内用薬 2590008N2108 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル ハロネロールカプセル０．２ｍｇ 長生堂製薬 64.30
内用薬 2590008N2116 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル リストリームカプセル０．２ｍｇ キョーリンリメディ

オ
76.40

内用薬 2590008N2124 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 89.70

内用薬 2590008N2132 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロンカプセル０．２ｍｇ 東和薬品 89.70
内用薬 2590008N2140 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル ハラナシンカプセル０．２ｍｇ 日新製薬（山形） 48.20
内用薬 2590008N2159 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ＴＹ

Ｋ」
大正薬品工業 55.90

内用薬 2590008N2167 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 38.50

内用薬 2590008N2175 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル ハルリーブカプセル０．２ｍｇ シオノケミカル 48.20
内用薬 2590008N2183 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 76.40

内用薬 2590100X1112 オオウメガサソウエキス・ハ
コヤナギエキス配合剤

１錠 エピカルス配合錠 シオノケミカル 6.70
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内用薬 2590100X1139 オオウメガサソウエキス・ハ
コヤナギエキス配合剤

１錠 エルサメット配合錠 大洋薬品工業 6.70

内用薬 2590100X1147 オオウメガサソウエキス・ハ
コヤナギエキス配合剤

１錠 ナーセット配合錠 大正薬品工業 14.10

内用薬 2590100X1155 オオウメガサソウエキス・ハ
コヤナギエキス配合剤

１錠 ハルーリン配合錠 共和薬品工業 6.70

内用薬 2590100X2054 オオウメガサソウエキス・ハ
コヤナギエキス配合剤

１錠 エピカルスＳ配合錠 シオノケミカル 9.80

内用薬 2590100X2062 オオウメガサソウエキス・ハ
コヤナギエキス配合剤

１錠 エルサメットＳ配合錠 大洋薬品工業 9.80

内用薬 2900002C1019 ガンマオリザノール ２０％１ｇ ガンマオリザノール２０％細粒 6.20
内用薬 2900002F5061 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 オルル錠５０ 東和薬品 5.60
内用薬 2900002F5282 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 γ－パルトックスン錠５０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 3112001F1047 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 カルフィーナ錠０．２５μｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 3112001F2019 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 アルファカルシドール０．５μｇ錠 6.00
内用薬 3112001F3015 アルファカルシドール １μｇ１錠 アルファカルシドール１μｇ錠 8.90
内用薬 3112001M1020 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルカドールカプセル０．２５ 日本薬品工業 6.50
内用薬 3112001M1038 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファスリーカプセル０．２５μｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 3112001M1100 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル ディーアルファカプセル０．２５ 沢井製薬 5.60
内用薬 3112001M1119 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル トヨファロールカプセル０．２５ 旭化成ファーマ 5.60
内用薬 3112001M1135 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル ワークミンカプセル０．２５ あすか製薬 15.30
内用薬 3112001M1160 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル プラチビットカプセル０．２５μｇ 東和薬品 5.60
内用薬 3112001M1178 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル ポロセーブカプセル０．２５μｇ サンノーバ 6.50
内用薬 3112001M1186 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル エルシボンカプセル０．２５μｇ 扶桑薬品工業 6.50
内用薬 3112001M1194 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル カルシタミンカプセル０．２５μｇ ビオメディクス 5.60
内用薬 3112001M1208 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル ビタミロアルファカプセル０．２５μｇ 日医工ファーマ 6.50
内用薬 3112001M1216 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アロートールカプセル０．２５ ナガセ医薬品 6.50
内用薬 3112001M1224 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルシオドールカプセル０．２５μｇ シオノケミカル 5.60
内用薬 3112001M1232 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「タ

イヨー」
大洋薬品工業 6.50

内用薬 3112001M1240 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「日
医工」

日医工 5.60

内用薬 3112001M2018 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドール０．５μｇカプセル 6.70
内用薬 3112001M2034 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルカドールカプセル０．５ 日本薬品工業 9.90
内用薬 3112001M2077 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アロートールカプセル０．５ ナガセ医薬品 9.90
内用薬 3112001M2140 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル トヨファロールカプセル０．５ 旭化成ファーマ 9.90
内用薬 3112001M2182 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ワークミンカプセル０．５ あすか製薬 27.50
内用薬 3112001M2255 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ポロセーブカプセル０．５μｇ サンノーバ 9.90
内用薬 3112001M2263 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル エルシボンカプセル０．５μｇ 扶桑薬品工業 9.90
内用薬 3112001M2280 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ビタミロアルファカプセル０．５μｇ 日医工ファーマ 9.90
内用薬 3112001M3014 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドール１μｇカプセル 9.80
内用薬 3112001M3030 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルカドールカプセル１．０ 日本薬品工業 19.30
内用薬 3112001M3073 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アロートールカプセル１．０ ナガセ医薬品 19.30
内用薬 3112001M3154 アルファカルシドール １μｇ１カプセル トヨファロールカプセル１．０ 旭化成ファーマ 19.30
内用薬 3112001M3197 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ワークミンカプセル１．０ あすか製薬 48.30
内用薬 3112001M3235 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ポロセーブカプセル１μｇ サンノーバ 19.30
内用薬 3112001M3251 アルファカルシドール １μｇ１カプセル エルシボンカプセル１．０μｇ 扶桑薬品工業 19.30
内用薬 3112001M3278 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ビタミロアルファカプセル１μｇ 日医工ファーマ 19.30
内用薬 3112001M4010 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドール３μｇカプセル 19.60
内用薬 3112001M4053 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル エルシボンカプセル３．０μｇ 扶桑薬品工業 63.70
内用薬 3112001M4061 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル トヨファロールカプセル３．０ 旭化成ファーマ 52.80
内用薬 3112001M4070 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ワークミンカプセル３．０ あすか製薬 111.40
内用薬 3112001M4134 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルカドールカプセル３．０ 日本薬品工業 63.70
内用薬 3112001M4142 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アロートールカプセル３．０ ナガセ医薬品 63.70
内用薬 3112001M4150 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ビタミロアルファカプセル３μｇ 日医工ファーマ 52.80
内用薬 3112001M4169 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ポロセーブカプセル３μｇ サンノーバ 63.70
内用薬 3112004F1024 カルシトリオール ０．２５μｇ１錠 カルデミン錠０．２５μｇ 龍角散 22.00
内用薬 3112004M1015 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル カルシトリオール０．２５μｇカプセル 6.40
内用薬 3112004M1040 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル オタノールカプセル０．２５ 旭化成ファーマ 9.90
内用薬 3112004M1058 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル カルシオロールカプセル０．２５ 大正薬品工業 8.40
内用薬 3112004M1074 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル カルトールカプセル０．２５ 沢井製薬 9.90
内用薬 3112004M1104 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル トルシトリンカプセル０．２５ 東和薬品 8.40
内用薬 3112004M1112 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル ヒポテリオールカプセル０．２５ ナガセ医薬品 9.90
内用薬 3112004M1139 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル リストールカプセル０．２５ 大洋薬品工業 9.90
内用薬 3112004M1155 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル チコカロールカプセル０．２５ 原沢製薬工業 8.40
内用薬 3112004M2011 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルシトリオール０．５μｇカプセル 9.90
内用薬 3112004M2046 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル オタノールカプセル０．５ 旭化成ファーマ 17.30
内用薬 3112004M2070 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルトールカプセル０．５ 沢井製薬 17.30
内用薬 3112004M2100 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル トルシトリンカプセル０．５ 東和薬品 15.20
内用薬 3112004M2119 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル ヒポテリオールカプセル０．５ ナガセ医薬品 14.20
内用薬 3112004M2178 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルデミンカプセル０．５μｇ 龍角散 38.10
内用薬 3122007F2055 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 ビタファントＦ錠２５ 東和薬品 5.40
内用薬 3122008F1045 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ビオトーワ錠２５ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 3131001F1190 フラビンアデニンジヌクレオ

チド
５ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠５ｍｇ わかもと製薬 5.60

内用薬 3131001F1204 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.60

内用薬 3131001F1212 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 5.60

内用薬 3131001F2189 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１０ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠１０ｍｇ わかもと製薬 5.60

内用薬 3131001F2197 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.60

内用薬 3131001F2200 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 5.60

内用薬 3131001F3096 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠「１５」タツミ 辰巳化学 5.60

内用薬 3131001F3231 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１５ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠１５ｍｇ わかもと製薬 5.60

内用薬 3131001F3240 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 5.60

内用薬 3131001Q1108 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

０．３％１ｍＬ ワカデニンシロップ０．３％ わかもと製薬 3.30

内用薬 3131001Q1116 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

０．３％１ｍＬ ＦＡＤシロップ０．３％「ツルハラ」 鶴原製薬 3.30

内用薬 3131002C1075 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ リボビス細粒１０％ 鶴原製薬 6.20
内用薬 3131002D1143 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ バイラブ顆粒１０％ イセイ 6.20
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内用薬 3131002F1284 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 ミタンＢ２錠２０ｍｇ キョーリンリメディ
オ

5.40

内用薬 3131002F1292 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 バイラブ錠２０ｍｇ イセイ 5.40
内用薬 3131002F1306 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボビス錠２０ｍｇ 鶴原製薬 5.40
内用薬 3133001B1118 パンテチン ２０％１ｇ パンピオチン散（２０％） 大正薬品工業 6.20
内用薬 3133001C1156 パンテチン ２０％１ｇ パルファジン細粒２０％ わかもと製薬 6.20
内用薬 3133001C1164 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒２０％「ＫＮ」 小林化工 6.20
内用薬 3133001C1172 パンテチン ２０％１ｇ パンホリータ細粒２０％ ニプロジェネファ 6.20
内用薬 3133001C1180 パンテチン ２０％１ｇ パルトックス細粒２０％ 鶴原製薬 6.20
内用薬 3133001C3043 パンテチン ５０％１ｇ パンテチン細粒５０％「ＫＮ」 小林化工 11.80
内用薬 3133001F1128 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パルトックス錠３０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 3133001F2256 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パルトックス錠６０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 3133001F3058 パンテチン １００ｍｇ１錠 デルモリチン錠１００ イセイ 5.60
内用薬 3133001F3074 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠シオエ１００ シオエ製薬 5.60
内用薬 3133001F3139 パンテチン １００ｍｇ１錠 ヨウテチン錠１００ 陽進堂 5.60
内用薬 3134002F1057 ピリドキシン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ビタミンＢ６錠３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 5.60
内用薬 3134003F1205 ピリドキサールリン酸エステ

ル水和物
１０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 5.60

内用薬 3134003F1345 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

１０ｍｇ１錠 リン酸ピリドキサール錠１０「ホエイ」 マイラン製薬 5.60

内用薬 3134003F1396 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

１０ｍｇ１錠 リボビックス錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.60

内用薬 3134003F2155 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

２０ｍｇ１錠 リボビックス錠２０ｍｇ 鶴原製薬 5.60

内用薬 3134003F3143 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

３０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠３０ｍｇ「イセイ」 イセイ 5.60

内用薬 3134003F3267 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

３０ｍｇ１錠 ※ リン酸ピリドキサール錠３０（小林化工） 小林化工 5.60

内用薬 3134003F3348 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

３０ｍｇ１錠 リボビックス錠３０ｍｇ 鶴原製薬 5.60

内用薬 3136001F1219 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバルタミンＳ錠２５０μｇ わかもと製薬 5.60
内用薬 3136001F1227 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバマミド錠２５０μｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.60
内用薬 3136001F2100 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバマミド錠５００μｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 3136001F2118 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバルタミンＳ錠５００μｇ わかもと製薬 5.60
内用薬 3136001M1242 コバマミド ０．２５ｍｇ１カプセル コバマミドカプセル２５０μｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.60
内用薬 3136001M2060 コバマミド ０．５ｍｇ１カプセル コバマミドカプセル５００μｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 3136004C1038 メコバラミン ０．１％５００ｍｇ１包 メチコバール細粒０．１％ エーザイ 26.30
内用薬 3136004F1050 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メチコバール錠２５０μｇ エーザイ 13.20
内用薬 3136004F1069 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 ヨウコバール錠２５０ 陽進堂 5.60
内用薬 3136004F1077 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 レチコラン錠２５０μｇ 東菱薬品工業 5.60
内用薬 3136004F2081 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 3136004F2103 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００（ツルハラ） 鶴原製薬 5.60
内用薬 3136004F2138 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバール錠５００μｇ エーザイ 19.40
内用薬 3136004F2154 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 ヨウコバール錠５００ 陽進堂 5.60
内用薬 3136004F2162 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 レチコラン錠５００μｇ 東菱薬品工業 5.60
内用薬 3136004F2170 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバイド錠５００μｇ ダイト 5.60
内用薬 3136004F2189 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチクール錠５００μｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 3136004F2197 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 コメスゲン錠５００μｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 3136004F2200 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 ノイメチコール錠５００μｇ 寿製薬 5.60
内用薬 3136004F2219 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバマイド錠５００μｇ ニプロジェネファ 5.60
内用薬 3136004F2227 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＤＫ」 大興製薬 5.60
内用薬 3136004M1165 メコバラミン ０．２５ｍｇ１カプセル メコラミンカプセル２５０μｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 3136004M2072 メコバラミン ０．５ｍｇ１カプセル ハイトコバミンＭカプセル５００μｇ ニプロファーマ 5.60
内用薬 3150002D1050 トコフェロール酢酸エステル ２０％１ｇ ユベ－Ｅ顆粒２０％ 鶴原製薬 6.20
内用薬 3150002F1220 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 ベクタン錠５０ｍｇ マイラン製薬 5.60
内用薬 3150002F1247 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 5.60
内用薬 3150002F1255 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 バナール錠５０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 3150002F2057 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１錠 ユベ－Ｅ錠１００ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 3150002M1076 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル ベクタンカプセル１００ｍｇ マイラン製薬 5.60
内用薬 3150002M1084 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル エセブロンカプセル１００ｍｇ 生晃栄養薬品 5.60
内用薬 3160001F1117 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ※ ビタミンＫ１錠５（イセイ） イセイ 5.60
内用薬 3160001F1338 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ビタミンＫ１錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.60
内用薬 3160001F2016 フィトナジオン １０ｍｇ１錠 フィトナジオン１０ｍｇ錠 5.70
内用薬 3160002M2044 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 20.90
内用薬 3160002M2052 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 22.70
内用薬 3160002M2060 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 20.90
内用薬 3160002M2079 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 19.60
内用薬 3160002M2087 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 19.60
内用薬 3160002M2095 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 20.90
内用薬 3160002M2109 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「科研」 大興製薬 24.40
内用薬 3160002M2117 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日本臓器」 東海カプセル 19.60
内用薬 3160002M2125 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 20.90
内用薬 3160002M2133 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日医工」 日医工 20.90
内用薬 3160002M2141 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＣ」 東洋カプセル 19.60
内用薬 3160002M2150 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 19.60
内用薬 3160002M2168 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 20.90
内用薬 3179101M1124 チアミンジスルフィド・Ｂ

６・Ｂ１２配合剤
１カプセル ジアイナミックスカプセル 鶴原製薬 5.40

内用薬 3179107F1041 フルスルチアミン・Ｂ２・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタダン配合錠 メディサ新薬 9.10

内用薬 3179107F1050 フルスルチアミン・Ｂ２・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタマル配合錠 沢井製薬 9.10

内用薬 3179109M1023 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ
１２配合剤

１カプセル シグマビタンカプセル 東和薬品 5.40

内用薬 3179109M1066 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ
１２配合剤

１カプセル ダイメジンスリービー配合カプセル２５ 日医工 5.40

内用薬 3179115D1100 アスコルビン酸・パントテン
酸カルシウム

１ｇ シーピー配合顆粒 東和薬品 6.20

内用薬 3179115D1118 アスコルビン酸・パントテン
酸カルシウム

１ｇ デラキシー配合顆粒 丸石製薬 6.20

内用薬 3179115D1126 アスコルビン酸・パントテン
酸カルシウム

１ｇ ビューシー配合顆粒 大洋薬品工業 6.20

内用薬 3190001R1031 ビオチン ０．１％１ｇ ビオチン・ドライシロップ０．１％「ホエイ」 東洋製薬化成 6.30

内用薬 3211002F1031 乳酸カルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 5.60
内用薬 3214001F1047 Ｌ－アスパラギン酸カルシウ

ム水和物
１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.60
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内用薬 3214001F1055 Ｌ－アスパラギン酸カルシウ
ム水和物

１錠 エルスプリーＣＡ錠２００ｍｇ 東和薬品 5.60

内用薬 3222004X1030 硫酸鉄水和物 １錠 テツクール徐放錠１００ｍｇ あすか製薬 8.90
内用薬 3222012Q1030 溶性ピロリン酸第二鉄 １ｍＬ インクレミンシロップ５％ アルフレッサファー

マ
6.10

内用薬 3222013D1067 クエン酸第一鉄ナトリウム １ｇ フォリロミン顆粒８．３％ 鶴原製薬 6.90
内用薬 3222013F1050 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 フェニレン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 5.60
内用薬 3222013F1084 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 フェロチーム錠５０ 沢井製薬 5.60
内用薬 3222013F1106 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 フェロステック錠５０ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 3222013F1114 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 フォリロミン錠５０ 鶴原製薬 5.60
内用薬 3222013F1130 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 フェネルミン錠５０ｍｇ 小林化工 5.60
内用薬 3229002G1074 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 ケーサプライ錠６００ｍｇ 佐藤薬品工業 5.60
内用薬 3229003S1039 酢酸カリウム １０ｍＬ 酢酸カリウム液「司生堂」 司生堂製薬 11.00
内用薬 3229005F1099 Ｌ－アスパラギン酸カリウム ３００ｍｇ１錠 アスケート錠３００ｍｇ 共和薬品工業 5.80
内用薬 3253003D1094 イソロイシン・ロイシン・バ

リン
４．７４ｇ１包 アミノマイラン配合顆粒 マイラン製薬 146.20

内用薬 3253003D1108 イソロイシン・ロイシン・バ
リン

４．７４ｇ１包 アミノバクト配合顆粒 日医工 97.10

内用薬 3253003D1116 イソロイシン・ロイシン・バ
リン

４．７４ｇ１包 コベニール配合顆粒 陽進堂 97.10

内用薬 3253003D1124 イソロイシン・ロイシン・バ
リン

４．７４ｇ１包 リックル配合顆粒 沢井製薬 112.30

内用薬 3253003D1132 イソロイシン・ロイシン・バ
リン

４．７４ｇ１包 リバレバン配合顆粒 メディサ新薬 112.30

内用薬 3253003D1140 イソロイシン・ロイシン・バ
リン

４．７４ｇ１包 レオバクトン配合顆粒分包 長生堂製薬 121.50

内用薬 3253003D3038 イソロイシン・ロイシン・バ
リン

４．５ｇ１包 ヘパアクト配合顆粒 東亜薬品 149.50

内用薬 3253003D4034 イソロイシン・ロイシン・バ
リン

４．７３ｇ１包 ブラニュート配合顆粒 日本製薬 144.20

内用薬 3321002B1147 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

１０％１ｇ アーツェー散１０％ 日医工ファーマ 11.50

内用薬 3321002C1134 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

１０％１ｇ カルタゾン細粒１０％ 鶴原製薬 9.10

内用薬 3321002C1142 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

１０％１ｇ ラノビ細粒１０％ イセイ 8.90

内用薬 3321002F1106 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

１０ｍｇ１錠 アーツェー錠１０ｍｇ 日医工ファーマ 5.00

内用薬 3321002F2153 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルタゾン錠３０ 鶴原製薬 5.60

内用薬 3321002F2269 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠 タジン錠３０ あすか製薬 10.30

内用薬 3321002F2358 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠 ラノビ錠３０ イセイ 5.60

内用薬 3321002F2374 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠 アーツェー錠３０ｍｇ 日医工ファーマ 5.60

内用薬 3321002F2382 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバジャスト錠３０ｍｇ 陽進堂 5.60

内用薬 3321002F2390 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠 オダノン錠３０ｍｇ 東和薬品 5.60

内用薬 3321003F2093 アドレノクロムモノアミノグ
アニジンメシル酸塩水和物

３０ｍｇ１錠 Ｓ－アドカル錠３０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60

内用薬 3323001C1053 トロンビン １０，０００単位１ｇ１
包

経口用トロンビン細粒１万単位「サワイ」 沢井製薬 589.60

内用薬 3323001C2041 トロンビン ２０，０００単位２ｇ１
包

経口用トロンビン細粒２万単位「サワイ」 沢井製薬 782.70

内用薬 3323001C3056 トロンビン ５，０００単位０．５ｇ
１包

経口用トロンビン細粒０．５万単位「サワイ」 沢井製薬 455.30

内用薬 3327002C1103 トラネキサム酸 ５０％１ｇ プレタスミン細粒５０％ 辰巳化学 7.50
内用薬 3327002C1111 トラネキサム酸 ５０％１ｇ バナリントップ細粒５０％ 鶴原製薬 7.50
内用薬 3327002F1150 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 プレタスミン錠２５０ｍｇ 辰巳化学 6.30
内用薬 3327002F1169 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 6.30
内用薬 3327002F1177 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 ケイサミン錠２５０ｍｇ 三恵薬品 6.30
内用薬 3327002F2050 トラネキサム酸 ５００ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 9.30
内用薬 3327002M1273 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 ヘキサトロンカプセル２５０ｍｇ 日本新薬 10.60
内用薬 3327002M1281 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.40

内用薬 3327002M1290 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 リカバリンカプセル２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 6.40
内用薬 3327002Q1054 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トラネキサム酸シロップ５％「タイヨー」 大洋薬品工業 3.40
内用薬 3332001C1028 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワルファリンＫ細粒０．２％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 9.10
内用薬 3332001C1036 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワルファリンＫ細粒０．２％「ＹＤ」 陽進堂 9.10
内用薬 3399001C1051 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ ニチステート細粒１０％ 日医工 19.60
内用薬 3399001C1060 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ チクピロン細粒１０％ 沢井製薬 23.10
内用薬 3399001F1015 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩１００ｍｇ錠 6.80
内用薬 3399001F1279 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ヒシミドン錠１００ｍｇ ニプロファーマ 11.80
内用薬 3399002F1010 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠 14.30
内用薬 3399002F1036 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 アイタント錠５０ 東和薬品 24.00
内用薬 3399002F1044 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 エクバール錠５０ 高田製薬 68.10
内用薬 3399002F1060 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 グロント錠５０ｍｇ 大原薬品工業 24.00
内用薬 3399002F1079 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロシナミン錠５０ｍｇ サンド 24.00
内用薬 3399002F1087 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロステート錠５０ 日医工 24.00
内用薬 3399002F1109 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ファンテゾール錠５０ シオノケミカル 24.00
内用薬 3399002F1117 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 フレニード錠５０ 沢井製薬 24.00
内用薬 3399002F1125 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレスタゾール錠５０ 日本薬品工業 60.70
内用薬 3399002F1133 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレラジン錠５０ 大洋薬品工業 24.00
内用薬 3399002F1141 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ホルダゾール錠５０ 大正薬品工業 24.00
内用薬 3399002F1150 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ラノミン錠５０ ダイト 20.30
内用薬 3399002F1184 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 20.30
内用薬 3399002F1206 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 24.00
内用薬 3399002F1214 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 20.30
内用薬 3399002F1222 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 コートリズム錠５０ｍｇ 寿製薬 68.10
内用薬 3399002F1257 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレトモール錠５０ 旭化成ファーマ 31.00
内用薬 3399002F2016 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠 26.50
内用薬 3399002F2032 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 アイタント錠１００ 東和薬品 47.60
内用薬 3399002F2040 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 エジェンヌ錠１００ 陽進堂 37.70
内用薬 3399002F2075 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 コートリズム錠１００ｍｇ 寿製薬 114.50
内用薬 3399002F2083 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロシナミン錠１００ｍｇ サンド 57.60
内用薬 3399002F2091 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロステート錠１００ 日医工 47.60
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内用薬 3399002F2113 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 ファンテゾール錠１００ シオノケミカル 47.60
内用薬 3399002F2121 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 フレニード錠１００ 沢井製薬 47.60
内用薬 3399002F2148 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレスタゾール錠１００ 日本薬品工業 114.50
内用薬 3399002F2156 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレトモール錠１００ 旭化成ファーマ 57.60
内用薬 3399002F2164 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレラジン錠１００ 大洋薬品工業 37.70
内用薬 3399002F2172 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 ホルダゾール錠１００ 大正薬品工業 47.60
内用薬 3399002F2202 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 エクバール錠１００ 高田製薬 118.10
内用薬 3399002F2210 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プラテミール錠１００ 小林化工 37.70
内用薬 3399002F2245 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 57.60
内用薬 3399002F2253 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 37.70
内用薬 3399002Q1029 シロスタゾール ５０ｍｇ１包 シロスレット内服ゼリー５０ｍｇ 日医工ファーマ 68.10
内用薬 3399002Q2025 シロスタゾール １００ｍｇ１包 シロスレット内服ゼリー１００ｍｇ 日医工ファーマ 83.30
内用薬 3399003F1049 リマプロスト　アルファデク

ス
５μｇ１錠 ゼフロプト錠５μｇ シオノケミカル 38.50

内用薬 3399003F1057 リマプロスト　アルファデク
ス

５μｇ１錠 オプチラン錠５μｇ 大洋薬品工業 42.30

内用薬 3399003F1065 リマプロスト　アルファデク
ス

５μｇ１錠 オパプロスモン錠５μｇ 日医工 34.50

内用薬 3399003F1090 リマプロスト　アルファデク
ス

５μｇ１錠 リマルモン錠５μｇ メディサ新薬 31.20

内用薬 3399003F1103 リマプロスト　アルファデク
ス

５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 34.50

内用薬 3399003F2029 リマプロスト　アルファデク
ス

１０μｇ１錠 オプチラン錠１０μｇ 大洋薬品工業 87.30

内用薬 3399004M1034 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル アテロパンカプセル３００ あすか製薬 32.60
内用薬 3399004M1050 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル アンサチュールカプセル３００ 日医工 16.70
内用薬 3399004M1085 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコペントカプセル３００ 日本ジェネリック 17.80
内用薬 3399004M1123 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパフィールカプセル３００ 扶桑薬品工業 22.20
内用薬 3399004M1131 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパラカプセル３００ 日本臓器製薬 24.50
内用薬 3399004M1140 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパロースカプセル３００ｍｇ 共和薬品工業 16.70
内用薬 3399004M1158 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパンドカプセル３００ メディサ新薬 19.80
内用薬 3399004M1166 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エメラドールカプセル３００ 京都薬品工業 29.80
内用薬 3399004M1182 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル クレスエパカプセル３００ 長生堂製薬 16.70
内用薬 3399004M1204 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル シスレコンカプセル３００ 東和薬品 17.80
内用薬 3399004M1212 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ナサチームカプセル３００ 東菱薬品工業 22.20
内用薬 3399004M1220 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ノンソルカプセル３００ 大洋薬品工業 17.80
内用薬 3399004M1271 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル メタパスカプセル３００ 原沢製薬工業 17.80
内用薬 3399004M1280 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル メルブラールカプセル３００ 大正薬品工業 17.80
内用薬 3399004M1298 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ヤトリップカプセル３００ 陽進堂 14.70
内用薬 3399004M1328 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパキャップソフトカプセル３００ｍｇ 東洋カプセル 17.80
内用薬 3399004M1336 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「サワ

イ」
メディサ新薬 19.80

内用薬 3399004M2030 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ
「ＴＣ」

東洋カプセル 16.30

内用薬 3399004M2049 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 19.20

内用薬 3399004M2057 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 19.20

内用薬 3399004M2065 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ
「日医工」

日医工 16.30

内用薬 3399004M2073 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 エパロース粒状カプセル３００ｍｇ 共和薬品工業 19.20
内用薬 3399004M2081 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 メルブラール粒状カプセル３００ｍｇ 大正薬品工業 16.30
内用薬 3399004M2090 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 エパラ粒状カプセル３００ｍｇ 日本臓器製薬 25.20
内用薬 3399004M3037 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 ソルミラン顆粒状カプセル６００ｍｇ 森下仁丹 76.90
内用薬 3399004M3045 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ

「ＴＣ」
東洋カプセル 32.60

内用薬 3399004M3053 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 32.60

内用薬 3399004M3061 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 36.20

内用薬 3399004M3070 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ
「日医工」

日医工 32.60

内用薬 3399004M3088 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 エパロース粒状カプセル６００ｍｇ 共和薬品工業 32.60
内用薬 3399004M3096 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 メルブラール粒状カプセル６００ｍｇ 大正薬品工業 32.60
内用薬 3399004M3100 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 エパラ粒状カプセル６００ｍｇ 日本臓器製薬 47.90
内用薬 3399004M4033 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 ソルミラン顆粒状カプセル９００ｍｇ 森下仁丹 115.10
内用薬 3399004M4041 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ

「ＴＣ」
東洋カプセル 47.20

内用薬 3399004M4050 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 54.20

内用薬 3399004M4068 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 54.20

内用薬 3399004M4076 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ
「日医工」

日医工 47.20

内用薬 3399004M4084 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 エパロース粒状カプセル９００ｍｇ 共和薬品工業 47.20
内用薬 3399004M4092 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 メルブラール粒状カプセル９００ｍｇ 大正薬品工業 54.20
内用薬 3399004M4106 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 エパラ粒状カプセル９００ｍｇ 日本臓器製薬 71.00
内用薬 3399005F1048 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベルナール錠２０μｇ 旭化成ファーマ 24.80
内用薬 3399005F1056 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベルラー錠２０μｇ 大原薬品工業 24.80
内用薬 3399005F1064 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロスタリン錠２０μｇ 共和薬品工業 27.60
内用薬 3399005F1072 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロドナー錠２０ 沢井製薬 27.60
内用薬 3399005F1099 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベストルナー錠２０ シオノケミカル 46.20
内用薬 3399005F1102 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラストリン錠２０μｇ 大正薬品工業 23.30
内用薬 3399005F1110 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ドルナリン錠２０μｇ 大洋薬品工業 24.80
内用薬 3399005F1145 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロルナー錠２０μｇ 日医工 27.60
内用薬 3399005F1153 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 セナプロスト錠２０μｇ 富士製薬工業 27.60
内用薬 3399005F1161 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラドルリン錠２０μｇ 陽進堂 24.80
内用薬 3399005F1170 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロスナー錠２０μｇ 東和薬品 32.90
内用薬 3399005F1188 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「タナベ」 長生堂製薬 32.90
内用薬 3399005F2028 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ドルナリン錠４０μｇ 大洋薬品工業 60.60
内用薬 3399005F2036 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 プロスナー錠４０μｇ 東和薬品 62.90
内用薬 3399005F2044 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 プロルナー錠４０μｇ 日医工 53.20
内用薬 3399005F2052 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 局 ベラドルリン錠４０μｇ 陽進堂 38.40
内用薬 3399006F1034 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 34.40
内用薬 3399006F1042 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 39.00
内用薬 3399006F1050 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 51.30
内用薬 3399006F1069 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 55.60
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内用薬 3399006F1077 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメディ
オ

55.60

内用薬 3399006F1085 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 49.10

内用薬 3399006F1093 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 51.30
内用薬 3399006F1107 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 55.60
内用薬 3399006F1115 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 39.00
内用薬 3399006F1123 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 34.40
内用薬 3399006F1131 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 55.60
内用薬 3399006F1140 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 55.60
内用薬 3399006F1158 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 34.40
内用薬 3399006F1166 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 51.30

内用薬 3399006F1174 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 55.60

内用薬 3399006F1182 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 55.60
内用薬 3399006F1190 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「サンド」 サンド 51.30
内用薬 3399006F1204 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 49.10
内用薬 3399006F1212 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 55.60

内用薬 3399006F1220 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 55.60
内用薬 3399006F1239 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 51.30
内用薬 3399006F1247 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 49.10

内用薬 3399006F1255 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 49.10
内用薬 3399006F1263 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 49.10
内用薬 3399006F1271 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 49.10

内用薬 3399006F2030 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 85.50

内用薬 3399006F2049 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 85.50
内用薬 3399006F2057 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 93.40
内用薬 3399006F2065 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 96.90
内用薬 3399006F2073 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメディ

オ
93.40

内用薬 3399006F2081 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 93.40

内用薬 3399006F2090 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 85.50
内用薬 3399006F2103 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 96.90
内用薬 3399006F2111 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 93.40

内用薬 3399006F2120 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 74.70

内用薬 3399006F2138 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 78.90

内用薬 3399006F2146 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 93.40
内用薬 3399006F2154 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 74.70

内用薬 3399006F2162 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 78.90

内用薬 3399006F2170 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 93.40

内用薬 3399006F2189 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 93.40

内用薬 3399006F2197 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 74.70

内用薬 3399006F2200 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 85.50

内用薬 3399006F2219 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 93.40

内用薬 3399006F2227 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 96.90

内用薬 3399006F2235 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 85.50

内用薬 3399006F2243 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 78.90

内用薬 3399006F2251 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 85.50

内用薬 3399006F2260 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 85.50

内用薬 3399006F2278 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 85.50

内用薬 3399007H1021 アスピリン １００ｍｇ１錠 バイアスピリン錠１００ｍｇ バイエル薬品 5.60
内用薬 3399007H1030 アスピリン １００ｍｇ１錠 ゼンアスピリン錠１００ 全星薬品工業 5.60
内用薬 3399007H1048 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン錠１００「ＫＮ」 小林化工 5.60
内用薬 3399007H1064 アスピリン １００ｍｇ１錠 ニチアスピリン錠１００ 日医工 5.60
内用薬 3399007H1072 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 5.60
内用薬 3399007H1080 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 3399007H1099 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 3399100F1086 アスピリン・ダイアルミネー

ト
８１ｍｇ１錠 アスファネート配合錠Ａ８１ 中北薬品 5.60

内用薬 3399100F1094 アスピリン・ダイアルミネー
ト

８１ｍｇ１錠 ニトギス配合錠Ａ８１ シオノケミカル 5.60

内用薬 3399100F1108 アスピリン・ダイアルミネー
ト

８１ｍｇ１錠 バッサミン配合錠Ａ８１ 大洋薬品工業 5.60

内用薬 3399100F1116 アスピリン・ダイアルミネー
ト

８１ｍｇ１錠 バファリン配合錠Ａ８１ ライオン 5.60

内用薬 3399100F1124 アスピリン・ダイアルミネー
ト

８１ｍｇ１錠 ファモター配合錠Ａ８１ 鶴原製薬 5.60

内用薬 3919001F1041 プロトポルフィリン二ナトリ
ウム

１０ｍｇ１錠 ポルフラジン（１０ｍｇ） 東邦新薬 5.60

内用薬 3919001F2307 プロトポルフィリン二ナトリ
ウム

２０ｍｇ１錠 プロトポルト錠２０ｍｇ 寿製薬 5.60

内用薬 3919001F2315 プロトポルフィリン二ナトリ
ウム

２０ｍｇ１錠 プロルモン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 7.20

内用薬 3919300F1173 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 レバラミン腸溶錠１００ｍｇ ニプロファーマ 5.60
内用薬 3919300F1181 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 ゴスペール・レバー腸溶錠１００ｍｇ ニプロジェネファ 5.60
内用薬 3919300F1190 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 レナルチン腸溶錠１００ｍｇ イセイ 5.60
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内用薬 3921001F1031 エデト酸カルシウム二ナトリ
ウム水和物

５００ｍｇ１錠 ブライアン錠５００ｍｇ 日新製薬（山形） 102.40

内用薬 3922001F2329 グルタチオン １００ｍｇ１錠 グルタチオン錠１００ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ
オ

7.50

内用薬 3922001F2337 グルタチオン １００ｍｇ１錠 ランデールチオン錠１００ｍｇ 鶴原製薬 7.50
内用薬 3929003C1032 球形吸着炭 １ｇ キューカル細粒分包２ｇ 日医工ファーマ 73.20
内用薬 3929003C1059 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒「マイラン」 マイラン製薬 73.20
内用薬 3929003M1046 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセル 球形吸着炭カプセル２００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 14.20
内用薬 3929003M2026 球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセル キューカルカプセル２８６ｍｇ 日医工ファーマ 23.30
内用薬 3943001C1032 アロプリノール ２０％１ｇ リボール細粒２０％ メディサ新薬 24.40
内用薬 3943001F1322 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.00
内用薬 3943001F1365 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロシトール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 21.50
内用薬 3943001F1373 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ キョーリンリメディ

オ
5.60

内用薬 3943001F1381 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「ショーワ」 昭和薬品化工 5.60
内用薬 3943001F1390 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 タカナルミン錠１００ｍｇ 高田製薬 5.60
内用薬 3943001F1403 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ユーリック錠１００ｍｇ 日新製薬（山形） 6.00
内用薬 3943001F1411 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロチーム錠１００ｍｇ 沢井製薬 6.00
内用薬 3943001F1420 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 サロベール錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 15.30
内用薬 3943001F1438 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 プロデック錠１００ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 3943001F1446 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アリスメット錠１００ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 3943001F1454 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アンジーフ錠１００ｍｇ 日本ケミファ 7.70
内用薬 3943001F1462 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロリン錠１００ｍｇ 東和薬品 6.00
内用薬 3943001F1470 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ノイファン錠１００ｍｇ ナガセ医薬品 7.70
内用薬 3943001F1489 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ミニプラノール錠１００ｍｇ 日医工 6.20
内用薬 3943001F1497 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ケトブン錠１００ｍｇ イセイ 6.00
内用薬 3943001F1500 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 マサトン錠１００ｍｇ 全星薬品工業 5.60
内用薬 3943001F1519 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アイデイト錠１００ｍｇ 鶴原製薬 6.00
内用薬 3943001F1527 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アノプロリン錠１００ｍｇ アルフレッサファー

マ
7.40

内用薬 3943001F1535 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 リボール錠１００ｍｇ メディサ新薬 7.70
内用薬 3943001F1543 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 7.70
内用薬 3943001F2035 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アイデイト錠５０ｍｇ 鶴原製薬 6.00
内用薬 3943001F2043 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アノプロリン錠５０ｍｇ アルフレッサファー

マ
7.40

内用薬 3943001F2051 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アリスメット錠５０ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 3943001F2060 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロシトール錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 12.30
内用薬 3943001F2078 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロチーム錠５０ｍｇ 沢井製薬 6.00
内用薬 3943001F2086 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.00
内用薬 3943001F2094 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
5.60

内用薬 3943001F2108 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 7.70
内用薬 3943001F2116 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ショーワ」 昭和薬品化工 3.10
内用薬 3943001F2124 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロリン錠５０ｍｇ 東和薬品 6.00
内用薬 3943001F2132 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ケトブン錠５０ｍｇ イセイ 6.00
内用薬 3943001F2140 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 タカナルミン錠５０ｍｇ 高田製薬 5.60
内用薬 3943001F2159 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ノイファン錠５０ｍｇ ナガセ医薬品 7.70
内用薬 3943001F2167 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 マサトン錠５０ｍｇ 全星薬品工業 3.10
内用薬 3943001F2175 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ミニプラノール錠５０ｍｇ 日医工 3.50
内用薬 3943001F2183 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ユーリック錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 6.00
内用薬 3943001F2191 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 リボール錠５０ｍｇ メディサ新薬 7.70
内用薬 3943001F2205 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 サロベール錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 9.60
内用薬 3943001F2213 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 プロデック錠５０ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 3949002C1030 ベンズブロマロン １０％１ｇ ムイロジン細粒１０％ 寿製薬 44.80
内用薬 3949002F1029 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ナーカリシン錠２５ｍｇ ナガセ医薬品 9.50
内用薬 3949002F1061 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 トレビアノーム錠２５ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 3949002F1070 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ガウトマロン錠２５ｍｇ 共和薬品工業 6.10
内用薬 3949002F1088 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 キランガ錠２５ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 3949002F1096 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 6.10
内用薬 3949002F1100 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズマロン錠２５ｍｇ キョーリンリメディ

オ
6.10

内用薬 3949002F1118 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 3949002F2025 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ガウトマロン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 8.20
内用薬 3949002F2106 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ウロリープ錠５０ 大洋薬品工業 6.80
内用薬 3949002F2122 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 トレビアノーム錠５０ｍｇ 東和薬品 6.80
内用薬 3949002F2130 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズマロン錠５０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
8.20

内用薬 3949002F2149 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ナーカリシン錠５０ｍｇ ナガセ医薬品 14.90
内用薬 3949002F2157 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 キランガ錠５０ｍｇ イセイ 6.80
内用薬 3949002F2165 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ブロマノーム錠５０ｍｇ 日医工ファーマ 8.20
内用薬 3949101A1122 クエン酸カリウム・クエン酸

ナトリウム水和物
１ｇ トロノーム配合散 大原薬品工業 9.40

内用薬 3949101A1130 クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１ｇ ウタゲン配合散 全星薬品工業 9.40

内用薬 3949101A1157 クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１ｇ ウリンメット配合散 沢井製薬 9.40

内用薬 3949101A1165 クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１ｇ ウロアシス配合散 日医工 9.40

内用薬 3949101A1173 クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１ｇ ピナロック配合散 ナガセ医薬品 11.50

内用薬 3949101A1181 クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１ｇ ポトレンド配合散 東和薬品 9.40

内用薬 3949101F1081 クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１錠 ウリンメット配合錠 沢井製薬 5.60

内用薬 3949101F1090 クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１錠 トロノーム配合錠 大原薬品工業 6.20

内用薬 3949101F1103 クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１錠 ピナロック配合錠 ナガセ医薬品 6.20

内用薬 3949101F1111 クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１錠 ポトレンド配合錠 東和薬品 5.60

内用薬 3959001C1016 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ リゾチーム塩酸塩１０％細粒 5.90
内用薬 3959001C1083 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ アクディーム細粒１０％ あすか製薬 39.70
内用薬 3959001C3027 リゾチーム塩酸塩 ４５％１ｇ アクディーム細粒４５％ あすか製薬 113.80
内用薬 3959001D2018 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ リゾチーム塩酸塩１０％顆粒 6.20
内用薬 3959001D4029 リゾチーム塩酸塩 ３０％１ｇ 塩化リゾチーム顆粒３０％「トーワ」 東和薬品 11.30
内用薬 3959001D5025 リゾチーム塩酸塩 ６０％１ｇ スカノーゼリン顆粒６０ 鶴原製薬 32.00
内用薬 3959001F1039 リゾチーム塩酸塩 １０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠１０「ＴＳ」 東邦新薬 5.00
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内用薬 3959001F1047 リゾチーム塩酸塩 １０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠「イワキ」１０ｍｇ 岩城製薬 5.00
内用薬 3959001F1241 リゾチーム塩酸塩 １０ｍｇ１錠 スカノーゼリン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.00
内用薬 3959001F2086 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０「ＴＳ」 東邦新薬 5.60
内用薬 3959001F2094 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠「イワキ」３０ｍｇ 岩城製薬 5.60
内用薬 3959001F2124 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０「タケシマ」 ニプロジェネファ 5.60
内用薬 3959001F2310 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ミタチーム錠３０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
5.60

内用薬 3959001F2388 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 アクディーム錠３０ｍｇ あすか製薬 15.30
内用薬 3959001F2396 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 3959001F2400 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 エリチーム錠３０ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 3959001F2418 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 スカノーゼリン錠３０ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 3959001F2434 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 リチーム錠３０ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 3959001F5018 リゾチーム塩酸塩 ９０ｍｇ１錠 リゾチーム塩酸塩９０ｍｇ錠 5.60
内用薬 3959001M1038 リゾチーム塩酸塩 ９０ｍｇ１カプセル アクディームカプセル９０ｍｇ あすか製薬 29.20
内用薬 3959001Q1021 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ アクディームシロップ０．５％ あすか製薬 6.20
内用薬 3959001Q1129 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ノイチームシロップ０．５％ サンノーバ 6.20
内用薬 3959001Q1145 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ エンリゾシロップ０．５％「タツミ」 辰巳化学 2.30
内用薬 3959001Q1153 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ エリチームシロップ０．５％ イセイ 2.30
内用薬 3959001Q1161 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ スカノーゼリンシロップ０．５％ 鶴原製薬 2.30
内用薬 3959001Q1188 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ リゾチーム塩酸塩シロップ０．５％「タイヨー」 大洋薬品工業 2.30

内用薬 3959001Q1196 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ 塩化リゾチームシロップ０．５％「トーワ」 東和薬品 2.30
内用薬 3959001Q2028 リゾチーム塩酸塩 １％１ｍＬ アクディームシロップ１％ あすか製薬 8.50
内用薬 3961003F1044 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 パミルコン錠１．２５ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 3961003F1052 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 5.60
内用薬 3961003F1060 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ダムゼール錠１．２５ｍｇ 三和化学研究所 5.60
内用薬 3961003F1095 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 オペアミン錠１．２５ 沢井製薬 5.60
内用薬 3961003F1109 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 5.60
内用薬 3961003F1117 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 3961003F1125 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ブラトゲン錠１．２５ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 3961003F1133 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 マーグレイド錠１．２５ｍｇ シオノケミカル 5.60
内用薬 3961003F1141 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 3961003F2040 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 パミルコン錠２．５ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 3961003F2067 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 オペアミン錠２．５ 沢井製薬 5.60
内用薬 3961003F2091 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ベンクラート錠２．５ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 3961003F2105 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 マーグレイド錠２．５ｍｇ シオノケミカル 5.60
内用薬 3961003F2130 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ダムゼール錠２．５ｍｇ 三和化学研究所 5.60
内用薬 3961003F2164 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ブラトゲン錠２．５ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 3961003F2172 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60
内用薬 3961003F2180 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 5.60
内用薬 3961003F2199 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 5.60
内用薬 3961003F2202 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 3961007F1123 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 クラウナート錠４０ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 3961007F1140 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 ダイアグリコ錠４０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 3961007F1158 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 ルイメニア錠４０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 3961007F1166 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 5.60
内用薬 3961007F1182 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グルタミール錠４０ｍｇ メディサ新薬 8.20
内用薬 3961007F1190 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリミラン錠４０ｍｇ 小林化工 8.20
内用薬 3961007F2030 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 クラウナート錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
内用薬 3961007F2049 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 5.60
内用薬 3961007F2057 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 ルイメニア錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 5.60
内用薬 3961008F1039 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 12.10
内用薬 3961008F1047 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 11.50
内用薬 3961008F1055 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 10.30
内用薬 3961008F1063 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザ

イ
12.10

内用薬 3961008F1071 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 12.90
内用薬 3961008F1080 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 11.50
内用薬 3961008F1098 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 10.30
内用薬 3961008F1101 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 11.50
内用薬 3961008F1110 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 11.50
内用薬 3961008F1128 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 12.10
内用薬 3961008F1136 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 10.30
内用薬 3961008F1144 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 11.50
内用薬 3961008F1152 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「イセイ」 大正薬品工業 10.30
内用薬 3961008F1160 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 12.90
内用薬 3961008F1179 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「科研」 ダイト 12.10
内用薬 3961008F1187 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
12.10

内用薬 3961008F1195 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 12.90
内用薬 3961008F1209 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 10.30
内用薬 3961008F1217 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 12.90
内用薬 3961008F1225 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 11.50
内用薬 3961008F1233 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 12.10
内用薬 3961008F1241 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 12.10
内用薬 3961008F1250 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 12.90
内用薬 3961008F1268 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」 日医工 10.30
内用薬 3961008F1276 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 12.90
内用薬 3961008F1284 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 10.30
内用薬 3961008F1292 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 12.90
内用薬 3961008F1306 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 10.30
内用薬 3961008F1314 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
10.30

内用薬 3961008F1322 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「サンド」 サンド 10.30
内用薬 3961008F1330 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 10.30
内用薬 3961008F2035 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 30.00
内用薬 3961008F2043 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 24.40
内用薬 3961008F2051 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 20.20
内用薬 3961008F2060 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザ

イ
28.30

内用薬 3961008F2078 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 30.00
内用薬 3961008F2086 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 26.50
内用薬 3961008F2094 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 20.20
内用薬 3961008F2108 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 26.50
内用薬 3961008F2116 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 28.30
内用薬 3961008F2124 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 28.30
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内用薬 3961008F2132 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 24.40
内用薬 3961008F2140 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 26.50
内用薬 3961008F2159 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「イセイ」 大正薬品工業 24.40
内用薬 3961008F2167 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 30.00
内用薬 3961008F2175 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「科研」 ダイト 28.30
内用薬 3961008F2183 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
28.30

内用薬 3961008F2191 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 30.00
内用薬 3961008F2205 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 24.40
内用薬 3961008F2213 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 30.00
内用薬 3961008F2221 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「三和」 三和化学研究所 26.50
内用薬 3961008F2230 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 28.30
内用薬 3961008F2248 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 28.30
内用薬 3961008F2256 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 30.00
内用薬 3961008F2264 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「日医工」 日医工 24.40
内用薬 3961008F2272 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 28.30
内用薬 3961008F2280 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 24.40
内用薬 3961008F2299 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 28.30
内用薬 3961008F2302 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 24.40
内用薬 3961008F2310 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
24.40

内用薬 3961008F2329 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「サンド」 サンド 24.40
内用薬 3961008F2337 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 24.40
内用薬 3961008F3031 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 9.60
内用薬 3961008F3040 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 8.70
内用薬 3961008F3058 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 9.60
内用薬 3961008F3066 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サンド」 サンド 9.60
内用薬 3961008F3074 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 8.70
内用薬 3961008F4020 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 11.50
内用薬 3961008F4038 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザ

イ
12.10

内用薬 3961008F4046 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 11.50
内用薬 3961008F4054 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 12.90
内用薬 3961008F4062 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 10.30
内用薬 3961008F5026 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 24.40
内用薬 3961008F5034 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザ

イ
28.30

内用薬 3961008F5042 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 26.50
内用薬 3961008F5050 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 30.00
内用薬 3961008F5069 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 24.40
内用薬 3962001F1093 ブホルミン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ジベトス錠５０ｍｇ 日医工 9.60
内用薬 3962001F1107 ブホルミン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ジベトンＳ腸溶錠５０ｍｇ 寿製薬 9.60
内用薬 3962002F1047 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メデット錠２５０ｍｇ トーアエイヨー 9.60
内用薬 3962002F1055 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 ネルビス錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 9.20
内用薬 3962002F1063 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトリオン錠２５０ シオノケミカル 9.20
内用薬 3962002F1080 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 9.20
内用薬 3962002F1101 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 9.20
内用薬 3969003F1034 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 15.80
内用薬 3969003F1042 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 15.20
内用薬 3969003F1050 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 15.20
内用薬 3969003F1069 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 15.80
内用薬 3969003F1077 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 13.20
内用薬 3969003F1085 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 14.30
内用薬 3969003F1093 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 15.80
内用薬 3969003F1107 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 15.80
内用薬 3969003F2030 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 28.70
内用薬 3969003F2049 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 23.40
内用薬 3969003F2057 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 26.70
内用薬 3969003F2065 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 26.70
内用薬 3969003F2073 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 23.40
内用薬 3969003F2081 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 26.70
内用薬 3969003F2090 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 26.70
内用薬 3969003F2103 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 26.70
内用薬 3969003F3029 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 15.80
内用薬 3969003F3045 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 15.80
内用薬 3969003F4025 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 28.70
内用薬 3969003F4041 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 26.70
内用薬 3969004F1055 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベイスロース錠０．２ｍｇ 陽進堂 16.80
内用薬 3969004F1063 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベスタミオン錠０．２ 日新製薬（山形） 16.80
内用薬 3969004F1071 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベルデリール錠０．２ｍｇ 長生堂製薬 16.80
内用薬 3969004F1080 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベロム錠０．２ キョーリンリメディ

オ
20.90

内用薬 3969004F1101 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグシール錠０．２ 日本薬品工業 20.90
内用薬 3969004F1136 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 20.90
内用薬 3969004F1144 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２「タツミ」 辰巳化学 18.60
内用薬 3969004F1152 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 25.00
内用薬 3969004F1179 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベグリラート錠０．２ｍｇ 大正薬品工業 16.80
内用薬 3969004F1187 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 15.30
内用薬 3969004F1195 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２「ＯＭＥ」 大原薬品工業 16.80
内用薬 3969004F1209 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 15.30
内用薬 3969004F1217 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 22.50
内用薬 3969004F1225 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 22.50
内用薬 3969004F1233 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 18.60
内用薬 3969004F1241 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 18.60
内用薬 3969004F1250 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「日医工」 日医工 18.60
内用薬 3969004F1268 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 20.90
内用薬 3969004F1276 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 15.30
内用薬 3969004F2051 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベイスロース錠０．３ｍｇ 陽進堂 23.40
内用薬 3969004F2060 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベスタミオン錠０．３ 日新製薬（山形） 23.40
内用薬 3969004F2078 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベルデリール錠０．３ｍｇ 長生堂製薬 20.80
内用薬 3969004F2086 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベロム錠０．３ キョーリンリメディ

オ
28.80

内用薬 3969004F2108 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグシール錠０．３ 日本薬品工業 28.80
内用薬 3969004F2132 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 28.80
内用薬 3969004F2140 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３「タツミ」 辰巳化学 23.40
内用薬 3969004F2159 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 34.60
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内用薬 3969004F2175 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベグリラート錠０．３ｍｇ 大正薬品工業 23.40
内用薬 3969004F2183 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 20.80
内用薬 3969004F2191 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３「ＯＭＥ」 大原薬品工業 23.40
内用薬 3969004F2205 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 23.40
内用薬 3969004F2213 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 34.60
内用薬 3969004F2221 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 28.80
内用薬 3969004F2230 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 25.70
内用薬 3969004F2248 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 25.70
内用薬 3969004F2256 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「日医工」 日医工 25.70
内用薬 3969004F2264 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 28.80
内用薬 3969004F2272 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 20.80
内用薬 3969004F3031 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤフィルム０．２「ＱＱ」 救急薬品工業 20.90
内用薬 3969004F3040 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 22.50
内用薬 3969004F3058 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 16.80
内用薬 3969004F3066 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 20.90
内用薬 3969004F3074 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 18.60
内用薬 3969004F3082 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 25.00
内用薬 3969004F3090 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 22.50
内用薬 3969004F3104 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 18.60
内用薬 3969004F3112 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「日医工」 日医工 18.60
内用薬 3969004F3120 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ベグリラートＯＤ錠０．２ｍｇ 大正薬品工業 16.80
内用薬 3969004F3139 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 15.30
内用薬 3969004F4038 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤフィルム０．３「ＱＱ」 救急薬品工業 28.80
内用薬 3969004F4046 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 34.60
内用薬 3969004F4054 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 25.70
内用薬 3969004F4062 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 28.80
内用薬 3969004F4070 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 25.70
内用薬 3969004F4089 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 34.60
内用薬 3969004F4097 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 28.80
内用薬 3969004F4100 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 25.70
内用薬 3969004F4119 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「日医工」 日医工 25.70
内用薬 3969004F4127 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ベグリラートＯＤ錠０．３ｍｇ 大正薬品工業 23.40
内用薬 3969004F4135 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 23.40
内用薬 3969006F1046 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 12.70
内用薬 3969006F2042 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠９０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 31.60
内用薬 3969007F1032 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 47.00
内用薬 3969007F1040 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
47.00

内用薬 3969007F1059 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 49.80
内用薬 3969007F1067 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 43.10
内用薬 3969007F1075 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 49.80
内用薬 3969007F1083 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 54.70
内用薬 3969007F1091 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 47.00
内用薬 3969007F1105 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 47.00
内用薬 3969007F1113 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 47.00
内用薬 3969007F1121 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 43.10
内用薬 3969007F1130 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 49.80
内用薬 3969007F1148 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サンド」 サンド 47.00
内用薬 3969007F1156 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 37.30
内用薬 3969007F1164 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 49.80
内用薬 3969007F1172 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 43.10
内用薬 3969007F1180 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 49.80
内用薬 3969007F1199 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 43.10
内用薬 3969007F1202 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「モチダ」 持田製薬 47.00
内用薬 3969007F2039 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 89.10
内用薬 3969007F2047 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
89.10

内用薬 3969007F2055 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 95.20
内用薬 3969007F2063 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 74.60
内用薬 3969007F2071 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 95.20
内用薬 3969007F2080 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 95.20
内用薬 3969007F2098 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 95.20
内用薬 3969007F2101 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 83.50
内用薬 3969007F2110 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 89.10
内用薬 3969007F2128 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 83.50
内用薬 3969007F2136 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 95.20
内用薬 3969007F2144 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「サンド」 サンド 89.10
内用薬 3969007F2152 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 79.50
内用薬 3969007F2160 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 89.10
内用薬 3969007F2179 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 83.50
内用薬 3969007F2187 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 95.20
内用薬 3969007F2195 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 79.50
内用薬 3969007F2209 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「モチダ」 持田製薬 83.50
内用薬 3969007F3035 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 47.00
内用薬 3969007F3043 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
47.00

内用薬 3969007F3051 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 49.80
内用薬 3969007F3060 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 49.80
内用薬 3969007F3078 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 49.80
内用薬 3969007F3086 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 49.80
内用薬 3969007F3094 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 43.10
内用薬 3969007F4031 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 89.10
内用薬 3969007F4040 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
89.10

内用薬 3969007F4058 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 95.20
内用薬 3969007F4066 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 95.20
内用薬 3969007F4074 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 89.10
内用薬 3969007F4082 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 95.20
内用薬 3969007F4090 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 79.50
内用薬 3992001F1041 アデノシン三リン酸二ナトリ

ウム水和物
２０ｍｇ１錠 アデタイド腸溶錠 寿製薬 5.40

内用薬 3992001F1335 アデノシン三リン酸二ナトリ
ウム水和物

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 5.40

内用薬 3992001F1343 アデノシン三リン酸二ナトリ
ウム水和物

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 5.40

内用薬 3999001Q2066 ラクツロース ６５％１ｍＬ ピアーレシロップ６５％ 高田製薬 4.80



区分
薬価基準収
載医薬品

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

内用薬 3999001Q2074 ラクツロース ６５％１ｍＬ リフォロースシロップ６５％ 大正薬品工業 4.80
内用薬 3999001Q3046 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ カロリールゼリー４０．４９６％ 佐藤製薬 3.70
内用薬 3999001Q3054 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ ラグノスゼリー分包１６．０５ｇ 大蔵製薬 3.70
内用薬 3999001R1030 ラクツロース ９５％１ｇ ピアーレＤＳ９５％ 高田製薬 6.20
内用薬 3999002F1039 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 113.30
内用薬 3999002F1047 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 113.30
内用薬 3999002F2035 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 194.40
内用薬 3999002F2043 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 174.10
内用薬 3999003F1017 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩１００ｍｇ錠 11.50
内用薬 3999003F1190 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 モスパン錠１００ ダイト 22.30
内用薬 3999003F1203 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 リーナック錠１００ 前田薬品工業 22.30
内用薬 3999004C1031 シクロスポリン １７％１ｇ シクロスポリン細粒１７％「マイラン」 マイラン製薬 935.10
内用薬 3999004M3048 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル アマドラカプセル１０ｍｇ 東洋カプセル 80.20
内用薬 3999004M3056 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクポラールカプセル１０ 日医工 67.90
内用薬 3999004M3064 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 101.60
内用薬 3999004M3072 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ＦＣ」 ビオメディクス 80.20
内用薬 3999004M3080 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 80.20
内用薬 3999004M4044 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル アマドラカプセル２５ｍｇ 東洋カプセル 162.70
内用薬 3999004M4052 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクポラールカプセル２５ 日医工 151.70
内用薬 3999004M4060 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ＦＣ」 ビオメディクス 151.70
内用薬 3999004M4079 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 186.20
内用薬 3999004M4087 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 151.70
内用薬 3999004M5040 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル アマドラカプセル５０ｍｇ 東洋カプセル 274.70
内用薬 3999004M5059 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクポラールカプセル５０ 日医工 244.40
内用薬 3999004M5067 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ＦＣ」 ビオメディクス 244.40
内用薬 3999004M5075 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 317.10
内用薬 3999004M5083 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 244.40
内用薬 3999006A1030 Ｌ－システイン ３２％１ｇ ハイチオール散３２％ 久光製薬 11.80
内用薬 3999006F1037 Ｌ－システイン ４０ｍｇ１錠 ハイチオール錠４０ 久光製薬 5.60
内用薬 3999006F2033 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 ハイチオール錠８０ 久光製薬 5.60
内用薬 3999006F2041 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 エコラン錠８０ｍｇ 三和化学研究所 5.60
内用薬 3999008C1030 イプリフラボン ４０％１ｇ イプリフラボン細粒４０％「タイヨー」 大洋薬品工業 20.10
内用薬 3999008F1010 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 イプリフラボン錠 7.70
内用薬 3999008F1281 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 フラボステン錠２００ｍｇ 東和薬品 8.90
内用薬 3999008F1303 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 イプリプラスト錠２００ｍｇ 日医工 8.90
内用薬 3999008F1311 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 サイポリン錠２００ｍｇ 沢井製薬 9.50
内用薬 3999008F1346 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 ムービニン錠２００ｍｇ キョーリンリメディ

オ
8.30

内用薬 3999008F1362 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 コバステン錠２００ｍｇ 小林化工 8.30
内用薬 3999008F1370 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 モンタルジー錠２００ｍｇ 陽進堂 9.50
内用薬 3999008F1389 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 フィオランス錠２００ｍｇ 日新製薬（山形） 8.30
内用薬 3999008F1397 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 イバナシン錠２００ｍｇ 鶴原製薬 8.30
内用薬 3999013F1045 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパタット錠５０ｍｇ 沢井製薬 71.60
内用薬 3999013F1053 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルドース錠５０ 日医工 52.70
内用薬 3999013F1061 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０「ＥＫ」 小林化工 52.70
内用薬 3999013F1070 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 49.10
内用薬 3999013F1088 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 43.70
内用薬 3999013F1096 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 49.10
内用薬 3999013F1100 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 59.00
内用薬 3999013F1118 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０「タツミ」 辰巳化学 32.30
内用薬 3999013F1134 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キナルドース錠５０ｍｇ 寿製薬 64.60
内用薬 3999013F1142 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネアドール錠５０ｍｇ 東菱薬品工業 59.00
内用薬 3999013F1150 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネグルコ錠５０ｍｇ メディサ新薬 71.60
内用薬 3999013F1177 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネックス錠５０ 大洋薬品工業 52.70
内用薬 3999013F1185 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネルダー錠５０ キョーリンリメディ

オ
49.10

内用薬 3999013F1193 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キャルマック錠５０ｍｇ 第一三共エスファ 59.00
内用薬 3999013F1207 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 サイロフト錠５０ｍｇ 東和薬品 43.70
内用薬 3999013F1223 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 モネダックス錠５０ｍｇ 大正薬品工業 49.10
内用薬 3999013F1258 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネスタット錠５０ｍｇ ニプロジェネファ 32.30
内用薬 3999013F1266 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 49.10
内用薬 3999013F1274 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 49.10
内用薬 3999013F1282 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 32.30
内用薬 3999013F1290 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 32.30
内用薬 3999016F1022 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトレート錠２ｍｇ 参天製薬 212.90
内用薬 3999016F1030 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 183.60
内用薬 3999016M1048 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル トレキサメットカプセル２ｍｇ シオノケミカル 153.20
内用薬 3999016M1056 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 153.20
内用薬 3999016M1064 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル メトトレキサートカプセル２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 163.30
内用薬 3999016M1072 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル メトトレキサートカプセル２ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 163.30
内用薬 3999018F1048 アレンドロン酸ナトリウム水

和物
５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 66.60

内用薬 3999018F1056 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 66.60

内用薬 3999018F1064 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 66.60

内用薬 3999018F1072 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 53.30

内用薬 3999018F1080 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 65.30

内用薬 3999018F1099 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 65.30

内用薬 3999018F1102 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「日医工」 日医工 65.30

内用薬 3999018F2044 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 435.80

内用薬 3999018F2052 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 422.70

内用薬 3999018F2060 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 422.70

内用薬 3999018F2079 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 422.70

内用薬 3999018F2087 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 422.70

内用薬 3999018F2095 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」 日医工 422.70
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内用薬 3999018F2109 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 422.70

内用薬 3999019F1042 リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 71.00

内用薬 3999019F1050 リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー
マ

71.00

内用薬 3999019F1069 リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 71.00

内用薬 3999019F1077 リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 71.00

内用薬 3999019F1085 リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 71.00

内用薬 3999019F1093 リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 71.00

内用薬 3999019F1107 リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 71.00

内用薬 3999019F1115 リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 71.00

内用薬 3999019F1123 リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 71.00

内用薬 3999019F1131 リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

71.00

内用薬 3999019F1140 リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ユートク」 大興製薬 71.00

内用薬 3999019F1158 リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 71.00

内用薬 4219003M1062 エストラムスチンリン酸エス
テルナトリウム水和物

１５６．７ｍｇ１カプセ
ル

ビアセチルカプセル１５６．７ｍｇ 大正薬品工業 220.30

内用薬 4219003M1070 エストラムスチンリン酸エス
テルナトリウム水和物

１５６．７ｍｇ１カプセ
ル

プロエスタカプセル１５６．７ｍｇ シオノケミカル 220.30

内用薬 4223002D1052 テガフール ５０％１ｇ ステロジン顆粒５０％ 寿製薬 113.00
内用薬 4223002H1011 テガフール ２００ｍｇ１錠 テガフール２００ｍｇ腸溶錠 33.70
内用薬 4223002M1010 テガフール ２００ｍｇ１カプセル テガフール２００ｍｇカプセル 24.60
内用薬 4223003F1066 フルオロウラシル ５０ｍｇ１錠 ルナポン錠５０ 沢井製薬 65.10
内用薬 4223003F2062 フルオロウラシル １００ｍｇ１錠 ルナポン錠１００ 沢井製薬 117.50
内用薬 4223003R1011 フルオロウラシル ５０ｍｇ１ｇ フルオロウラシル５０ｍｇ１ｇシロップ用 26.70
内用薬 4291003F1015 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩１０ｍｇ錠 35.40
内用薬 4291003F1155 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タスオミン錠１０ｍｇ バイエル薬品 105.50
内用薬 4291003F1171 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 アドパン錠１０ｍｇ 沢井製薬 47.20
内用薬 4291003F1198 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 ノルキシフェン錠１０ｍｇ 寿製薬 63.40
内用薬 4291003F1201 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「明治」 メディサ新薬 78.70
内用薬 4291003F1228 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 47.20
内用薬 4291003F2046 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タスオミン錠２０ｍｇ バイエル薬品 216.80
内用薬 4291003F2062 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 93.90
内用薬 4291003F2070 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 66.80
内用薬 4291003F2089 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「明治」 メディサ新薬 154.60
内用薬 4291005F1030 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５「ＫＮ」 小林化工 183.80
内用薬 4291005F1065 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 183.80
内用薬 4291007F1030 トレミフェンクエン酸塩 ４０ｍｇ１錠 トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 256.90
内用薬 4291009F1055 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 527.20
内用薬 4291009F1063 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 636.80
内用薬 4291009F1071 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 565.30
内用薬 4291009F1080 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 527.20
内用薬 4291009F1098 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 527.20
内用薬 4291009F1101 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 456.00
内用薬 4291009F1110 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 636.80
内用薬 4291009F1128 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 481.60
内用薬 4291009F1136 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 597.90
内用薬 4291009F1144 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「サンド」 サンド 456.00
内用薬 4291009F1152 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 527.20
内用薬 4291009F1160 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「日医工」 日医工 481.60
内用薬 4291009F1179 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 481.60
内用薬 4291009F1187 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
565.30

内用薬 4291009F1195 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 636.80
内用薬 4291009F1209 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 527.20
内用薬 4291009F1217 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 481.60
内用薬 4291009F1225 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ケミファ」 大興製薬 597.90
内用薬 4291009F1233 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 456.00
内用薬 4291009F1241 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 456.00
内用薬 4291012F1030 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 330.30
内用薬 4291012F1049 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 330.30
内用薬 4299001A1041 かわらたけの菌糸体 １ｇ カルボクリン末 大洋薬品工業 272.70
内用薬 4413004C1042 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジン細粒０．６％「タイヨー」 大洋薬品工業 7.60
内用薬 4413004F1170 メキタジン ３ｍｇ１錠 ハレムニン錠３ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 4413004F1189 メキタジン ３ｍｇ１錠 ヒスポラン錠３ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 4413004F1197 メキタジン ３ｍｇ１錠 アリマン錠３ｍｇ 沢井製薬 5.60
内用薬 4413004F1219 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 4413004F1227 メキタジン ３ｍｇ１錠 シークナロン錠３ｍｇ 大正薬品工業 5.60
内用薬 4413004F1235 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠３ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.60
内用薬 4413004F1243 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタミン錠３ｍｇ ダイト 5.60
内用薬 4413004F1260 メキタジン ３ｍｇ１錠 ベナンザール錠３ｍｇ イセイ 5.60
内用薬 4413004F1278 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタゼノン錠３ｍｇ 日医工ファーマ 5.60
内用薬 4413004Q1074 メキタジン ０．０３％１ｍＬ メキタジン小児用シロップ０．０３％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 6.40

内用薬 4413004R1029 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジンＤＳ０．６％「ＫＮ」 小林化工 12.70
内用薬 4419001Q1082 ｄｌ－クロルフェニラミンマ

レイン酸塩
０．０５％１０ｍＬ クロルフェニラミンマレイン酸塩・シロップ０．

０５％「ホエイ」
東洋製薬化成 8.40

内用薬 4419001Q1104 ｄｌ－クロルフェニラミンマ
レイン酸塩

０．０５％１０ｍＬ クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ０．０
５％「ＮＰ」

ニプロファーマ 8.40

内用薬 4419002F1035 ｄ－クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

２ｍｇ１錠 ネオマレルミン錠２ｍｇ 大洋薬品工業 5.60

内用薬 4419002G1111 ｄ－クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

６ｍｇ１錠 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ 大洋薬品工業 5.60

内用薬 4419002Q1087 ｄ－クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

０．０４％１０ｍＬ ポラジットシロップ０．０４％ 東和薬品 12.40
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内用薬 4419002Q1109 ｄ－クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

０．０４％１０ｍＬ マゴチミンシロップ０．０４％ 鶴原製薬 9.80

内用薬 4419002Q1117 ｄ－クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

０．０４％１０ｍＬ アニミングシロップ０．０４％ 日新製薬（山形） 9.80

内用薬 4419005Q1080 シプロヘプタジン塩酸塩水和
物

０．０４％１０ｍＬ シプロヘプタジン塩酸塩シロップ０．０４％「タ
イヨー」

大洋薬品工業 10.40

内用薬 4419006F1351 ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ホモクリシン錠１０ｍｇ ニプロファーマ 5.40
内用薬 4419006F1360 ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ヒスタリジン錠１０ｍｇ 東和薬品 5.40
内用薬 4419006F1386 ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 5.40

内用薬 4419006F1394 ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 パルファード錠１０ｍｇ イセイ 5.40
内用薬 4419006F1408 ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベラホルテン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.40
内用薬 4419008F1407 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 マルスチン錠１ｍｇ 東和薬品 5.00
内用薬 4419008F1415 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 インベスタン錠１ｍｇ 日医工ファーマ 5.00
内用薬 4419008F1423 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 キソラミン錠１ｍｇ 陽進堂 5.00
内用薬 4419008F1440 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 テルギンＧ錠１ｍｇ 高田製薬 5.00
内用薬 4419008F1458 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 ベナンジール錠１ｍｇ イセイ 5.00
内用薬 4419008F1466 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 クレマスチン錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.00
内用薬 4419008Q1130 クレマスチンフマル酸塩 ０．０１％１０ｍＬ マスレチンシロップ０．０１％ シオエ製薬 12.90
内用薬 4419008Q1165 クレマスチンフマル酸塩 ０．０１％１０ｍＬ インベスタンシロップ０．０１％ 日医工ファーマ 17.70
内用薬 4419008Q1181 クレマスチンフマル酸塩 ０．０１％１０ｍＬ クレマスチンシロップ０．０１％「タイヨー」 大洋薬品工業 12.90
内用薬 4419008R1020 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ インベスタンドライシロップ（０．１％） 日医工ファーマ 9.10
内用薬 4419008R1080 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ テルギンＧドライシロップ０．１％ 高田製薬 10.90
内用薬 4419008R1098 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ クレマニルドライシロップ０．１％ サンド 6.20
内用薬 4419008R1101 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ クレ・ママレットドライシロップ０．１％ 昭和薬品化工 9.10
内用薬 4420001F1066 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 グレリース錠３ｍｇ ダイト 50.00
内用薬 4420001F1074 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 リザスト錠３ｍｇ 沢井製薬 39.40
内用薬 4420002F1036 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシラント錠１００ 小林化工 36.70
内用薬 4420002F1052 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシレート錠１００ 日医工 25.80
内用薬 4420002F1109 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 レマルク錠１００ 大正薬品工業 25.80
内用薬 4420002F1125 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシラミン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 29.70
内用薬 4420002F2032 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシレート錠５０ 日医工 20.30
内用薬 4420002F2067 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシラミン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 20.30
内用薬 4420002F2075 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 レマルク錠５０ 大正薬品工業 20.30
内用薬 4420002F2083 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシラント錠５０ 小林化工 25.40
内用薬 4490001C1064 クロモグリク酸ナトリウム １０％１ｇ プレント細粒１０％ 辰巳化学 33.20
内用薬 4490001C1072 クロモグリク酸ナトリウム １０％１ｇ アレルナート細粒１０％ ビオメディクス 36.40
内用薬 4490002C1018 トラニラスト １０％１ｇ トラニラスト１０％細粒 8.00
内用薬 4490002M1013 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル トラニラスト１００ｍｇカプセル 7.70
内用薬 4490002R1010 トラニラスト ５％１ｇ トラニラスト５％シロップ用 9.20
内用薬 4490003F1027 ケトチフェンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 フマル酸ケトチフェン錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 13.50
内用薬 4490003M1018 ケトチフェンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル ケトチフェンフマル酸塩１ｍｇカプセル 5.60
内用薬 4490003Q1095 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ サルジメンシロップ０．０２％ 辰巳化学 6.40
内用薬 4490003Q1117 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ セキトンシロップ０．０２％ キョーリンリメディ

オ
6.40

内用薬 4490003Q1133 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ケトチフェンシロップ０．０２％「タイヨー」 大洋薬品工業 6.40
内用薬 4490003Q1141 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ケトチフェンシロップ０．０２％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 6.40
内用薬 4490003Q1150 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ スプデルシロップ小児用０．０２％ 東和薬品 6.40
内用薬 4490003R1015 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ケトチフェンフマル酸塩０．１％シロップ用 9.10
内用薬 4490003R1236 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ サジフェンドライシロップ０．１％ ダイト 18.10
内用薬 4490004F1048 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ビフェルチン錠０．５ 日医工ファーマ 5.30
内用薬 4490004F1056 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ラスプジン錠０．５ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 4490004F1064 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アドメッセン錠０．５ｍｇ 辰巳化学 5.60
内用薬 4490004F1072 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アストプチン錠０．５ｍｇ 鶴原製薬 5.60
内用薬 4490004F1080 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.60
内用薬 4490004F2010 アゼラスチン塩酸塩 １ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩１ｍｇ錠 6.20
内用薬 4490005F1018 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド３０ｍｇ錠 6.40
内用薬 4490005F1425 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 アデコック錠３０ｍｇ 日本薬品工業 21.70
内用薬 4490005F1433 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 23.70
内用薬 4490005F1441 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 メクテクト錠３０ｍｇ 鶴原製薬 15.20
内用薬 4490005F1492 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 ペペシン錠３０ｍｇ 前田薬品工業 12.30
内用薬 4490005Q1035 オキサトミド ０．２％１ｍＬ セキタールシロップ０．２％ マイラン製薬 8.20
内用薬 4490005R1014 オキサトミド ２％１ｇ オキサトミド２％シロップ用 11.30
内用薬 4490005R1383 オキサトミド ２％１ｇ ペペシンドライシロップ２％ 前田薬品工業 25.80
内用薬 4490010N1048 イブジラスト １０ｍｇ１カプセル ピナトスカプセル１０ｍｇ 大正薬品工業 10.30
内用薬 4490011F1048 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 アルジキサール錠１０ 大洋薬品工業 41.50
内用薬 4490011F1056 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 タツモール錠１０ｍｇ 辰巳化学 27.00
内用薬 4490011F1064 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 モナソサール錠１０ｍｇ 東和薬品 41.50
内用薬 4490011F1080 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 49.70
内用薬 4490011F2044 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 アルジキサール錠５ 大洋薬品工業 20.30
内用薬 4490011F2052 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 モナソサール錠５ｍｇ 東和薬品 24.50
内用薬 4490011F2079 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 タツモール錠５ｍｇ 辰巳化学 20.30
内用薬 4490011F2087 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 ペミロラストＫ錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 20.30
内用薬 4490011R1052 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ タツモールドライシロップ０．５％ 辰巳化学 33.70
内用薬 4490011R1087 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ ペミロラストＫドライシロップ０．５％「マイラ

ン」
マイラン製薬 51.20

内用薬 4490012F1042 オザグレル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 オザグレル錠１００「ＫＮ」 小林化工 39.90
内用薬 4490012F2049 オザグレル塩酸塩水和物 ２００ｍｇ１錠 オザグレル錠２００「ＫＮ」 小林化工 60.70
内用薬 4490013M1046 エメダスチンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル エメロミンカプセル１ｍｇ 東和薬品 29.30
内用薬 4490013M2042 エメダスチンフマル酸塩 ２ｍｇ１カプセル エメロミンカプセル２ｍｇ 東和薬品 35.80
内用薬 4490014F1033 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 塩酸エピナスチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 24.00
内用薬 4490014F1041 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アズサレオン錠１０ シオノケミカル 24.00
内用薬 4490014F1050 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アルピード錠１０ ダイト 69.90
内用薬 4490014F1068 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アレナピオン錠１０ 長生堂製薬 24.00
内用薬 4490014F1076 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エルピナン錠１０ 東和薬品 59.00
内用薬 4490014F1084 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アレルオフ錠１０ 日医工 45.10
内用薬 4490014F1092 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ヘルボッツ錠１０ 陽進堂 24.00
内用薬 4490014F1106 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アスモット錠１０ｍｇ 辰巳化学 24.00
内用薬 4490014F1114 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナジオン錠１０ 沢井製薬 41.40
内用薬 4490014F1122 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 チムケント錠１０ 日新製薬（山形） 35.00
内用薬 4490014F1130 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン錠１０ｍｇ「ＫＴ」 寿製薬 54.40
内用薬 4490014F1149 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アレジオテック錠１０ 日本薬品工業 61.30
内用薬 4490014F1157 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ピナジオン錠１０ｍｇ 大正薬品工業 24.00
内用薬 4490014F1165 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・オー

新薬
24.00



区分
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内用薬 4490014F1173 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アレゲイン錠１０ キョーリンリメディ
オ

24.00

内用薬 4490014F1181 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 24.00
内用薬 4490014F1190 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 24.00
内用薬 4490014F1203 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ユピテル錠１０ 岩城製薬 35.00
内用薬 4490014F2013 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩２０ｍｇ錠 30.30
内用薬 4490014F2030 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ユピテル錠２０ 岩城製薬 49.90
内用薬 4490014F2048 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 塩酸エピナスチン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 37.90
内用薬 4490014F2056 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン錠２０ｍｇ「ＫＴ」 寿製薬 56.20
内用薬 4490014F2064 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アズサレオン錠２０ シオノケミカル 37.90
内用薬 4490014F2080 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アルピード錠２０ ダイト 102.70
内用薬 4490014F2110 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アスモット錠２０ｍｇ 辰巳化学 37.90
内用薬 4490014F2129 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アレナピオン錠２０ 長生堂製薬 37.90
内用薬 4490014F2137 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アレゲイン錠２０ キョーリンリメディ

オ
37.90

内用薬 4490014F2145 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エルピナン錠２０ 東和薬品 83.30
内用薬 4490014F2153 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 チムケント錠２０ 日新製薬（山形） 49.90
内用薬 4490014F2161 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アレルオフ錠２０ 日医工 56.20
内用薬 4490014F2170 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アレジオテック錠２０ 日本薬品工業 89.40
内用薬 4490014F2188 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナジオン錠２０ 沢井製薬 56.20
内用薬 4490014F2196 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ヘルボッツ錠２０ 陽進堂 45.70
内用薬 4490014F2218 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 37.90
内用薬 4490014F2226 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ピナジオン錠２０ｍｇ 大正薬品工業 37.90
内用薬 4490014F2234 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・オー

新薬
30.30

内用薬 4490014F2242 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 30.30
内用薬 4490014R1030 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ アズサレオン小児用ドライシロップ１％ シオノケミカル 29.90
内用薬 4490014R1048 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナジオンＤＳ小児用１％ 沢井製薬 41.00
内用薬 4490014R1056 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エルピナンＤＳ小児用１％ 東和薬品 66.00
内用薬 4490014R1064 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用「日医工」 日医工 29.90
内用薬 4490014S1040 エピナスチン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ エピナスチン塩酸塩内用液０．２％「タイヨー」 大洋薬品工業 23.00

内用薬 4490016M1031 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル トシラートカプセル５０ｍｇ 東和薬品 36.40
内用薬 4490016M1040 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 33.40

内用薬 4490016M1066 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 36.40

内用薬 4490016M1074 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 33.40

内用薬 4490016M2038 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 36.40

内用薬 4490016M2046 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル トシラートカプセル１００ｍｇ 東和薬品 40.80
内用薬 4490016M2062 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 36.40

内用薬 4490016M2070 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「タ
ナベ」

長生堂製薬 36.40

内用薬 4490017F1029 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」 小林化工 41.50
内用薬 4490017F1037 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファー

マ
34.70

内用薬 4490017F1045 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 34.70
内用薬 4490017F2025 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５「ＥＫ」 小林化工 66.10
内用薬 4490017F2033 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファー

マ
59.30

内用薬 4490017F2041 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 64.10
内用薬 4490017M1044 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセ

ル
プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 34.20

内用薬 4490017M1052 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセ
ル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 39.90

内用薬 4490017M1060 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセ
ル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 39.90

内用薬 4490017M1079 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセ
ル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 36.30

内用薬 4490017M1087 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセ
ル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 36.30

内用薬 4490017M1095 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセ
ル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 36.30

内用薬 4490017M1109 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセ
ル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 36.30

内用薬 4490017R1041 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「ＡＦＰ」 アルフレッサファー
マ

42.20

内用薬 4490017R1050 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「ＤＫ」 大興製薬 48.30
内用薬 4490017R1068 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＥＫ」 小林化工 55.00
内用薬 4490017R1076 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＭＥＤ」 メディサ新薬 42.20
内用薬 4490017R1084 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「ＮＰ」 ニプロファーマ 42.20
内用薬 4490017R1106 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 48.30
内用薬 4490017R1114 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「アメル」 共和薬品工業 52.10
内用薬 4490017R1122 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「オーハラ」 大原薬品工業 42.20
内用薬 4490017R1130 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「サワイ」 沢井製薬 48.30
内用薬 4490017R1149 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 48.30

内用薬 4490017R1157 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「タカタ」 高田製薬 52.10
内用薬 4490017R1165 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「トーワ」 東和薬品 55.00
内用薬 4490017R1173 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「日医工」 日医工 45.40
内用薬 4490017R1181 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＴＣＫ」 辰巳化学 42.20
内用薬 4490017R1190 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「マイラ

ン」
マイラン製薬 45.40

内用薬 4490017R1203 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「ＪＧ」 日本ジェネリック 42.20

内用薬 4490019F1036 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 31.40
内用薬 4490019F1044 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 38.30
内用薬 4490019F1052 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 62.50
内用薬 4490019F1060 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 62.50
内用薬 4490019F1079 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 42.70
内用薬 4490019F1087 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 56.40
内用薬 4490019F1095 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 42.70
内用薬 4490019F1109 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 42.70
内用薬 4490019F1117 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 53.80
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内用薬 4490019F1125 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 51.00
内用薬 4490019F1133 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 56.40
内用薬 4490019F1141 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 51.00
内用薬 4490019F1150 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 56.40
内用薬 4490019F1168 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 31.40
内用薬 4490019F1176 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 31.40
内用薬 4490019F2032 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 51.40
内用薬 4490019F2040 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 51.40
内用薬 4490019F2059 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 81.40
内用薬 4490019F2067 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 74.90
内用薬 4490019F2075 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 51.40
内用薬 4490019F2083 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 67.70
内用薬 4490019F2091 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 71.90
内用薬 4490019F2105 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 71.90
内用薬 4490019F2113 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 74.90
内用薬 4490019F2121 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 67.70
内用薬 4490019F2130 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 71.90
内用薬 4490019F2148 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 67.70
内用薬 4490019F2156 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 67.70
内用薬 4490019F2164 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 51.40
内用薬 4490019F2172 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 51.40
内用薬 4490019F3039 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 62.50
内用薬 4490019F3047 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 62.50
内用薬 4490019F3055 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 45.70
内用薬 4490019F3063 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 62.50
内用薬 4490019F3071 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 38.30
内用薬 4490019F3080 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 ダイト 42.70
内用薬 4490019F3098 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 42.70
内用薬 4490019F3101 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 53.80
内用薬 4490019F3110 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 53.80
内用薬 4490019F3128 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 51.00
内用薬 4490019F3136 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 51.00
内用薬 4490019F3144 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 62.50
内用薬 4490019F3152 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 56.40
内用薬 4490019F3160 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 31.40
内用薬 4490019F3179 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 31.40
内用薬 4490019F4035 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 67.70
内用薬 4490019F4043 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 81.40
内用薬 4490019F4051 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 57.60
内用薬 4490019F4060 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 74.90
内用薬 4490019F4078 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 51.40
内用薬 4490019F4086 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 71.90
内用薬 4490019F4094 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 71.90
内用薬 4490019F4108 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 74.90
内用薬 4490019F4116 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 71.90
内用薬 4490019F4124 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 67.70
内用薬 4490019F4132 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 67.70
内用薬 4490019F4140 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 74.90
内用薬 4490019F4159 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 67.70
内用薬 4490019F4167 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 51.40
内用薬 4490019F4175 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 51.40
内用薬 4490020F1012 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠 14.10
内用薬 4490020F1047 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 21.10
内用薬 4490020F1055 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・オー

新薬
28.80

内用薬 4490020F1063 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 59.40
内用薬 4490020F1071 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 65.00
内用薬 4490020F1080 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山形） 43.30
内用薬 4490020F1098 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 21.10
内用薬 4490020F1101 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 21.10
内用薬 4490020F1110 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
35.50

内用薬 4490020F1128 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 28.80
内用薬 4490020F1136 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 21.10
内用薬 4490020F1144 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 69.00
内用薬 4490020F1152 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 28.80
内用薬 4490020F1160 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 21.10
内用薬 4490020F1179 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 38.10
内用薬 4490020F1195 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５「オーハラ」 大原薬品工業 28.80
内用薬 4490020F1209 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 ダイト 65.00
内用薬 4490020F1225 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 50.80
内用薬 4490020F1233 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 32.70
内用薬 4490020F1241 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 56.20
内用薬 4490020F1250 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 59.40
内用薬 4490020F1268 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 28.80
内用薬 4490020F1284 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 56.20
内用薬 4490020F1292 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 47.50
内用薬 4490020F1314 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 35.50
内用薬 4490020F1322 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 43.30
内用薬 4490020F1330 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５「ＮＵＰ」 ザイダスファーマ 21.10
内用薬 4490020F2019 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠 15.20
内用薬 4490020F2043 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 28.90
内用薬 4490020F2051 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・オー

新薬
28.90

内用薬 4490020F2060 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 64.10
内用薬 4490020F2078 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 81.20
内用薬 4490020F2086 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山形） 56.00
内用薬 4490020F2094 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 28.90
内用薬 4490020F2108 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 28.90
内用薬 4490020F2116 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
36.80

内用薬 4490020F2124 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 28.90
内用薬 4490020F2132 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 28.90
内用薬 4490020F2140 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 77.30
内用薬 4490020F2159 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 36.80
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内用薬 4490020F2167 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 36.80
内用薬 4490020F2175 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 56.00
内用薬 4490020F2183 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 28.90
内用薬 4490020F2191 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０「オーハラ」 大原薬品工業 44.00
内用薬 4490020F2205 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 81.20
内用薬 4490020F2221 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 71.30
内用薬 4490020F2230 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 32.70
内用薬 4490020F2248 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 64.10
内用薬 4490020F2256 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 71.30
内用薬 4490020F2264 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 28.90
内用薬 4490020F2280 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 71.30
内用薬 4490020F2299 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 59.20
内用薬 4490020F2310 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 48.40
内用薬 4490020F2329 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 56.00
内用薬 4490020F2337 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０「ＮＵＰ」 ザイダスファーマ 56.00
内用薬 4490020F3023 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 50.80
内用薬 4490020F4020 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 71.30
内用薬 4490020R1035 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩ＤＳ１．２５％「タカタ」 高田製薬 162.60
内用薬 4490027F1030 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 66.10
内用薬 4490027F1049 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザ

イ
66.10

内用薬 4490027F1057 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー
マ

66.10

内用薬 4490027F1065 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 66.10
内用薬 4490027F1073 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 66.10
内用薬 4490027F1081 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 66.10
内用薬 4490027F1090 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 66.10
内用薬 4490027F1103 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 66.10
内用薬 4490027F1111 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 66.10
内用薬 4490027F1120 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ケミファ」 ダイト 66.10
内用薬 4490027F1138 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 66.10
内用薬 4490027F1146 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 66.10
内用薬 4490027F1154 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 66.10
内用薬 4490027F1162 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 66.10
内用薬 4490027F1170 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 66.10
内用薬 4490027F1189 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 66.10
内用薬 4490027F2037 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 66.10
内用薬 4490027F2045 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 66.10
内用薬 4490027F2053 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザ

イ
66.10

内用薬 4490027F2061 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファー
マ

66.10

内用薬 4490027F2070 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 66.10
内用薬 4490027F2088 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 66.10
内用薬 4490027F2096 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 66.10
内用薬 4490027F2100 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 66.10
内用薬 4490027F2118 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
66.10

内用薬 4490027F2126 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 ダイト 66.10
内用薬 4490027F2134 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 66.10
内用薬 4490027F2142 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 66.10
内用薬 4490027F2150 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 66.10
内用薬 4490027F2169 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 66.10
内用薬 4490027F2177 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 66.10
内用薬 4490027F2185 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 66.10
内用薬 4490027F2193 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 66.10
内用薬 4490027F2207 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 66.10
内用薬 4490027F2215 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「モチダ」 救急薬品工業 66.10
内用薬 4490027R1037 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンドライシロップ１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 144.50
内用薬 4490027R1045 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「タナベ」 長生堂製薬 144.50
内用薬 4490027R1053 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「トーワ」 東和薬品 144.50
内用薬 6113001B1046 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 塩酸バンコマイシン散０．５「ＭＥＥＫ」 小林化工 1,701.00
内用薬 6113001B1070 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,526.30
内用薬 6113001B1097 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「サワイ」 沢井製薬 1,701.00
内用薬 6113001B1100 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1,526.30
内用薬 6131001C1236 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ アモキシシリン細粒１０％「タツミ」 辰巳化学 6.20
内用薬 6131001C1244 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒１００ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
9.10

内用薬 6131001C2089 アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒２００ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

14.50

内用薬 6131001C2097 アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ１ｇ アモキシシリン細粒２０％「タツミ」 辰巳化学 7.60
内用薬 6131001M1096 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「タツミ」 辰巳化学 6.90
内用薬 6131001M1100 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 7.40
内用薬 6131001M1118 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「日医工」 日医工 6.90
内用薬 6131001M2149 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモペニキシンカプセル２５０ ニプロファーマ 8.60
内用薬 6131001M2297 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「タツミ」 辰巳化学 6.90
内用薬 6131001M2327 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 日医工 6.90
内用薬 6131001M2335 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 7.40
内用薬 6132002E2022 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ Ｌ－キサール顆粒５００ ジェイドルフ製薬 34.80
内用薬 6132002E2146 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ セファレックスＳＲ顆粒５００ｍｇ 長生堂製薬 22.90
内用薬 6132002F1030 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 シンクル錠２５０ 旭化成ファーマ 11.70
内用薬 6132002F1056 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 セファレキシン錠２５０「マルコ」 日医工ファーマ 10.70
内用薬 6132002F1080 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 ラリキシン錠２５０ｍｇ 富山化学工業 11.70
内用薬 6132002M1047 セファレキシン １２５ｍｇ１カプセル 局 センセファリンカプセル１２５ 武田薬品工業 28.00
内用薬 6132002M2167 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 局 ラリキシンカプセル２５０ｍｇ 富山化学工業 11.20
内用薬 6132002M2175 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 局 セファレキシンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11.20
内用薬 6132002M2205 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 局 シンクルカプセル２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 11.20
内用薬 6132002R1150 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 局 センセファリンシロップ用細粒１０％ 武田薬品工業 16.90
内用薬 6132002R1168 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 局 ラリキシンドライシロップ小児用１０％ 富山化学工業 9.00
内用薬 6132002R2083 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 局 センセファリンシロップ用細粒２０％ 武田薬品工業 27.40
内用薬 6132002R2130 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 局 ラリキシンドライシロップ小児用２０％ 富山化学工業 11.90
内用薬 6132002R4086 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 局 オーレキシンドライシロップ５０％小児用 日医工ファーマ 22.20
内用薬 6132005C1029 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 アレンフラール細粒小児用１００ｍｇ 長生堂製薬 15.50
内用薬 6132005C1193 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 セクロダン細粒小児用１００ 大洋薬品工業 15.50
内用薬 6132005C1207 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 セファクロル細粒１０％「マルコ」 日医工ファーマ 10.50
内用薬 6132005C1215 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 ケフポリン細粒１０％ 沢井製薬 16.90
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内用薬 6132005C2025 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ 局 セクロダン細粒２００ 大洋薬品工業 28.70
内用薬 6132005C2092 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ 局 セファクロル細粒２０％「マルコ」 日医工ファーマ 19.80
内用薬 6132005M1024 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 アレンフラールカプセル２５０ｍｇ 長生堂製薬 21.20
内用薬 6132005M1032 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 クリレールカプセル「２５０」 辰巳化学 21.20
内用薬 6132005M1040 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ケフポリンカプセル２５０ 沢井製薬 23.40
内用薬 6132005M1067 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ザルツクラールカプセル２５０ シオノケミカル 27.80
内用薬 6132005M1075 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 セクロダンカプセル２５０ 大洋薬品工業 23.40
内用薬 6132005M1148 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 エリカナールカプセル２５０ 東和薬品 23.40
内用薬 6132005M1199 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 シーシーエルカプセル２５０ｍｇ 日医工 23.40
内用薬 6132005M1202 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 トキクロルカプセル２５０ｍｇ イセイ 23.40
内用薬 6132008C1030 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セキスパノン細粒５０ｍｇ シー・エイチ・オー

新薬
36.30

内用薬 6132008C1049 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セフィーナ細粒５０ 大洋薬品工業 30.50
内用薬 6132008C2029 セフィキシム １００ｍｇ１ｇ セフィーナ細粒１００ 大洋薬品工業 60.60
内用薬 6132009C1051 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 テラセフロン細粒１００ｍｇ小児用 日医工 61.80
内用薬 6132009C1060 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 テラミロン細粒小児用１０％ 東和薬品 61.80
内用薬 6132009C1094 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 ソマトロン細粒小児用１００ 大洋薬品工業 48.60
内用薬 6132011F1047 セフポドキシム　プロキセチ

ル
１００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００「ＴＣＫ」 辰巳化学 37.50

内用薬 6132011F1055 セフポドキシム　プロキセチ
ル

１００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 45.00

内用薬 6132011F1063 セフポドキシム　プロキセチ
ル

１００ｍｇ１錠 セポキシム錠１００ｍｇ 東和薬品 48.20

内用薬 6132011F1071 セフポドキシム　プロキセチ
ル

１００ｍｇ１錠 バナセファン錠１００ｍｇ 沢井製薬 48.20

内用薬 6132011F1098 セフポドキシム　プロキセチ
ル

１００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 42.50

内用薬 6132011R1035 セフポドキシム　プロキセチ
ル

５０ｍｇ１ｇ セフポドキシムプロキセチルＤＳ５％「ＣＨ」 長生堂製薬 39.70

内用薬 6132011R1043 セフポドキシム　プロキセチ
ル

５０ｍｇ１ｇ セフポドキシムプロキセチルドライシロップ５％
「タイヨー」

大洋薬品工業 42.40

内用薬 6132011R1051 セフポドキシム　プロキセチ
ル

５０ｍｇ１ｇ セポキシムドライシロップ小児用５％ 東和薬品 49.70

内用薬 6132011R1060 セフポドキシム　プロキセチ
ル

５０ｍｇ１ｇ バナセファンＤＳ５％ 沢井製薬 49.70

内用薬 6132013C1040 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「タイヨー」 大洋薬品工業 77.10
内用薬 6132013C1058 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「ＭＥＤ」 メディサ新薬 84.70
内用薬 6132013C1066 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「ＹＤ」 陽進堂 62.30
内用薬 6132013C1074 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「サワイ」 沢井製薬 77.10
内用薬 6132013C1082 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「日医工」 日医工 77.10
内用薬 6132013C1090 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「マイラン」 マイラン製薬 69.70
内用薬 6132013C1112 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「ＴＹＫ」 大正薬品工業 77.10
内用薬 6132013C1120 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフニール細粒小児用１０％ 東和薬品 84.70
内用薬 6132013C1139 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル小児用細粒１０％「タナベ」 長生堂製薬 62.30
内用薬 6132013C2020 セフジニル ２００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用２０％「タイヨー」 大洋薬品工業 144.00
内用薬 6132013F1020 セフジニル ５０ｍｇ１錠 セフジニル錠５０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 37.10
内用薬 6132013F1038 セフジニル ５０ｍｇ１錠 セフジニル錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 37.10
内用薬 6132013F2026 セフジニル １００ｍｇ１錠 セフジニル錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 43.20
内用薬 6132013F2034 セフジニル １００ｍｇ１錠 セフジニル錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 43.20
内用薬 6132013M1037 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 37.20
内用薬 6132013M1045 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフニールカプセル５０ｍｇ 東和薬品 37.20
内用薬 6132013M1061 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 35.60
内用薬 6132013M1070 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 40.00
内用薬 6132013M1088 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 35.60
内用薬 6132013M1096 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 35.60
内用薬 6132013M1100 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 シオジニルカプセル５０ｍｇ シオノケミカル 37.20
内用薬 6132013M1118 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 37.20
内用薬 6132013M2050 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 41.80
内用薬 6132013M2068 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフニールカプセル１００ｍｇ 東和薬品 44.30
内用薬 6132013M2084 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 44.30
内用薬 6132013M2092 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 41.80
内用薬 6132013M2106 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 35.60
内用薬 6132013M2114 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」 日医工 44.30
内用薬 6132013M2122 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 シオジニルカプセル１００ シオノケミカル 41.80
内用薬 6132013M2130 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 41.80
内用薬 6132015C1049 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 94.20

内用薬 6132015C1057 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「ＥＭ
ＥＣ」

メディサ新薬 158.90

内用薬 6132015C1065 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「サワ
イ」

沢井製薬 132.80

内用薬 6132015C1073 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 120.10

内用薬 6132015C1081 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル細粒小児用１０％「トー
ワ」

東和薬品 147.30

内用薬 6132015C1090 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル細粒１０％小児用「日医
工」

日医工 132.80

内用薬 6132015F1045 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１錠 局 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 45.40
内用薬 6132015F1053 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１錠 局 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 40.50
内用薬 6132015F1061 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１錠 局 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 45.40
内用薬 6132015F1070 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１錠 局 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 42.70
内用薬 6132016C1035 セフカペン　ピボキシル塩酸

塩水和物
１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％

「ＣＨ」
長生堂製薬 122.80

内用薬 6132016C1043 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％
「ＪＧ」

日本ジェネリック 113.40

内用薬 6132016C1051 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％
「ＹＤ」

陽進堂 113.40

内用薬 6132016C1060 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％
「トーワ」

東和薬品 136.30

内用薬 6132016C1078 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％
「マイラン」

マイラン製薬 128.90

内用薬 6132016C1086 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１００ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 128.90

内用薬 6132016C1094 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒１０％小児用
「日医工」

日医工 122.80

内用薬 6132016C1108 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％
「サワイ」

沢井製薬 128.90
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内用薬 6132016F1031 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 37.00

内用薬 6132016F1040 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 37.00

内用薬 6132016F1058 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 38.60

内用薬 6132016F1066 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 37.00

内用薬 6132016F1074 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「トー
ワ」

シー・エイチ・オー
新薬

38.60

内用薬 6132016F1082 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「日医
工」

日医工 37.00

内用薬 6132016F1090 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 37.00

内用薬 6132016F2038 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 37.20

内用薬 6132016F2046 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 37.20

内用薬 6132016F2054 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 39.90

内用薬 6132016F2062 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 37.20

内用薬 6132016F2070 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

シー・エイチ・オー
新薬

39.90

内用薬 6132016F2089 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 37.20

内用薬 6132016F2097 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 37.20

内用薬 6135001M1044 ホスホマイシンカルシウム水
和物

２５０ｍｇ１カプセル ハロスミンカプセル２５０ 日医工ファーマ 16.70

内用薬 6135001M1052 ホスホマイシンカルシウム水
和物

２５０ｍｇ１カプセル ホスマイカプセル２５０ｍｇ 東和薬品 15.90

内用薬 6135001M2040 ホスホマイシンカルシウム水
和物

５００ｍｇ１カプセル ハロスミンカプセル５００ 日医工ファーマ 27.10

内用薬 6135001M2130 ホスホマイシンカルシウム水
和物

５００ｍｇ１カプセル ホスマイカプセル５００ｍｇ 東和薬品 28.00

内用薬 6135001R2048 ホスホマイシンカルシウム水
和物

４００ｍｇ１ｇ ハロスミンドライシロップ４００ 日医工ファーマ 23.30

内用薬 6135001R2099 ホスホマイシンカルシウム水
和物

４００ｍｇ１ｇ ホスホミンドライシロップ４００ ダイト 29.10

内用薬 6141002F2078 エリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 エリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 8.60
内用薬 6149002F1037 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 オーロライド錠１５０ ローマン工業 40.70
内用薬 6149002F1053 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ルリシン錠１５０ｍｇ 沢井製薬 37.00
内用薬 6149002F1061 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシマイン錠１５０ｍｇ 東和薬品 47.90
内用薬 6149002F1088 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキスリッド錠１５０ 大洋薬品工業 31.60
内用薬 6149002F1096 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキライド錠１５０ 日医工 34.60
内用薬 6149002F1100 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「サンド」 サンド 29.30
内用薬 6149002F1118 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 34.60
内用薬 6149002F1126 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 31.60
内用薬 6149002F1134 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 26.90
内用薬 6149003F1040 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＣＨ」 長生堂製薬 21.60
内用薬 6149003F1058 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＥＭＥ

Ｃ」
メディサ新薬 39.70

内用薬 6149003F1066 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＮＰＩ」 日本薬品工業 39.70

内用薬 6149003F1074 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＰＨ」 キョーリンリメディ
オ

25.30

内用薬 6149003F1082 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０小児用「ＴＣＫ」 辰巳化学 21.60
内用薬 6149003F1090 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「サワイ」 沢井製薬 31.90

内用薬 6149003F1104 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 28.90

内用薬 6149003F1112 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 35.80

内用薬 6149003F1120 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「日医工」 日医工 31.90

内用薬 6149003F1147 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラロイシン錠５０小児用 シオノケミカル 43.10
内用薬 6149003F1155 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 マインベース錠５０小児用 大正薬品工業 35.80
内用薬 6149003F1163 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 リクモース錠小児用５０ｍｇ 東和薬品 39.70
内用薬 6149003F1171 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０小児用「ＭＥＥＫ」 小林化工 35.80
内用薬 6149003F1180 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「マイラ

ン」
マイラン製薬 31.90

内用薬 6149003F1198 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＮＰ」 ニプロファーマ 21.60
内用薬 6149003F2046 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 36.20
内用薬 6149003F2054 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 メディサ新薬 62.50
内用薬 6149003F2062 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００「ＭＥＥＫ」 小林化工 54.70
内用薬 6149003F2070 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 54.70
内用薬 6149003F2089 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
42.50

内用薬 6149003F2097 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００「ＴＣＫ」 辰巳化学 36.20
内用薬 6149003F2100 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 49.60
内用薬 6149003F2119 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サンド」 サンド 36.20
内用薬 6149003F2127 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 42.50
内用薬 6149003F2135 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 49.60
内用薬 6149003F2143 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 47.00
内用薬 6149003F2160 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラロイシン錠２００ シオノケミカル 62.50
内用薬 6149003F2178 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 マインベース錠２００ 大正薬品工業 54.70
内用薬 6149003F2186 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 リクモース錠２００ｍｇ 東和薬品 62.50
内用薬 6149003F2194 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 49.60
内用薬 6149003F2208 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 42.50
内用薬 6149003F2216 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 36.20
内用薬 6149003R1046 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＥＭＥ

Ｃ」
メディサ新薬 70.40

内用薬 6149003R1054 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「サワイ」 沢井製薬 51.30

内用薬 6149003R1062 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「タカタ」 高田製薬 60.90
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内用薬 6149003R1070 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「日医工」 日医工 53.70

内用薬 6149003R1097 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％「ＭＥＥＫ」 小林化工 60.90
内用薬 6149003R1119 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ マインベースＤＳ１０％小児用 大正薬品工業 64.30
内用薬 6149003R1127 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ リクモースドライシロップ小児用１０％ 東和薬品 70.40
内用薬 6149003R1151 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「コーワ」 興和 70.40

内用薬 6149003R1160 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンドライシロップ１０％小児用
「タイヨー」

大洋薬品工業 53.70

内用薬 6149003R1178 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラロイシンドライシロップ１０％小児用 シオノケミカル 60.90
内用薬 6149003R1186 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンドライシロップ１０％小児用

「マイラン」
マイラン製薬 53.70

内用薬 6149003R1194 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＣＨ」 長生堂製薬 51.30
内用薬 6152005D1078 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ミノペン顆粒２％ 沢井製薬 12.00
内用薬 6152005D1086 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ クーペラシン顆粒２％ 高田製薬 10.40
内用薬 6152005F1028 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 塩酸ミノサイクリン錠５０「マルコ」 日医工ファーマ 14.90
内用薬 6152005F1036 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クーペラシン錠５０ｍｇ 高田製薬 14.90
内用薬 6152005F1044 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ミノペン錠５０ 沢井製薬 17.10
内用薬 6152005F1079 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ミノトーワ錠５０ 東和薬品 17.10
内用薬 6152005F2024 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クーペラシン錠１００ｍｇ 高田製薬 25.10
内用薬 6152005F2075 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ミノペン錠１００ 沢井製薬 30.10
内用薬 6152005F2105 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ミノトーワ錠１００ 東和薬品 30.10
内用薬 6152005M2023 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 塩酸ミノサイクリンカプセル１００「マルコ」 日医工ファーマ 28.00
内用薬 6164001M1186 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 サンド 17.60
内用薬 6164001M1208 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 アプテシンカプセル１５０ｍｇ 科研製薬 27.30
内用薬 6171001F1033 ナイスタチン ５０万単位１錠 ナイスタチン錠５０万単位「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
40.20

内用薬 6173001F1062 アムホテリシンＢ １００ｍｇ１錠 局 ハリゾン錠１００ｍｇ 富士製薬工業 30.60
内用薬 6173001Q1055 アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ 局 ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ 富士製薬工業 43.30
内用薬 6191001F1036 アンピシリン水和物・クロキ

サシリンナトリウム水和物
（２５０ｍｇ）１錠 ビクシリンＳ配合錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
25.50

内用薬 6219001F1063 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 スラマ錠５００ｍｇ 日医工ファーマ 17.20
内用薬 6219001F1080 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 10.70

内用薬 6219001F1101 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 10.70
内用薬 6219001H1030 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サフィルジンＥＮ錠５００ シオノケミカル 33.60
内用薬 6219001H1048 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 アザスルファン腸溶錠５００ｍｇ 長生堂製薬 28.70
内用薬 6219001H1064 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 31.00

内用薬 6219001H2028 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 ソアレジン錠２５０ｍｇ 大洋薬品工業 18.50
内用薬 6219001H2044 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サフィルジンＥＮ錠２５０ シオノケミカル 18.50
内用薬 6241002F1018 ピペミド酸水和物 ２５０ｍｇ１錠 ピペミド酸２５０ｍｇ錠 7.30
内用薬 6241004M1032 シノキサシン ２００ｍｇ１カプセル 局 タツレキシンカプセル２００ｍｇ 辰巳化学 37.60
内用薬 6241005F1011 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン１００ｍｇ錠 5.80
内用薬 6241005F1224 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン錠１００「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 9.80
内用薬 6241005F2018 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン２００ｍｇ錠 7.10
内用薬 6241005F2255 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン錠２００「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 16.70
内用薬 6241006F1032 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オーハラキシン錠１００ｍｇ 大原薬品工業 39.30
内用薬 6241006F1040 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 40.80
内用薬 6241006F1059 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 20.80
内用薬 6241006F1075 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 タリザート錠１００ｍｇ 大正薬品工業 28.30
内用薬 6241006F1083 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 タリフロン錠１００ｍｇ 東和薬品 44.90
内用薬 6241006F1091 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 フロキン錠１００ｍｇ イセイ 16.00
内用薬 6241006F1113 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 タツミキシン錠１００ｍｇ 辰巳化学 20.80
内用薬 6241006F1130 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 20.80
内用薬 6241008F1040 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シフロキノン錠１００ 日医工 25.00
内用薬 6241008F1058 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 プリモール錠１００ｍｇ 辰巳化学 25.00
内用薬 6241008F1066 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプキサノン錠１００ｍｇ 東和薬品 43.30
内用薬 6241008F1074 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 フロキシール錠１００ 沢井製薬 27.00
内用薬 6241008F1082 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 ペイトン錠１００ ジェイドルフ製薬 19.20
内用薬 6241008F1090 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シバスタン錠１００ｍｇ 鶴原製薬 14.80
内用薬 6241008F1104 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 12.90
内用薬 6241008F2011 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン２００ｍｇ錠 16.60
内用薬 6241008F2038 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 フロキシール錠２００ 沢井製薬 35.30
内用薬 6241008F2062 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シバスタン錠２００ｍｇ 鶴原製薬 20.70
内用薬 6241008F2070 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプキサノン錠２００ 東和薬品 50.00
内用薬 6241008F2089 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シフロキノン錠２００ 日医工 35.30
内用薬 6241008F2097 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 プリモール錠２００ｍｇ 辰巳化学 25.20
内用薬 6241008F2100 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 ペイトン錠２００ ジェイドルフ製薬 35.30
内用薬 6241010F1047 トスフロキサシントシル酸塩

水和物
７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 46.70

内用薬 6241010F1055 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 46.70

内用薬 6241010F1063 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 46.70

内用薬 6241010F1071 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 46.70

内用薬 6241010F1080 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 46.70

内用薬 6241010F1098 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「サン
ド」

サンド 46.70

内用薬 6241010F1101 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 52.10

内用薬 6241010F1110 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 46.70

内用薬 6241010F1128 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「日医
工」

日医工 46.70

内用薬 6241010F2043 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 47.20

内用薬 6241010F2051 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 52.80

内用薬 6241010F2060 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 57.20

内用薬 6241010F2078 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 52.80

内用薬 6241010F2086 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 57.20
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内用薬 6241010F2094 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「サン
ド」

サンド 52.80

内用薬 6241010F2108 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 57.20

内用薬 6241010F2116 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 57.20

内用薬 6241010F2124 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「日医
工」

日医工 52.80

内用薬 6241013C1036 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「ＣＨ」 長生堂製薬 105.10
内用薬 6241013C1044 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 77.60
内用薬 6241013C1052 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 96.00
内用薬 6241013C1060 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「オーハラ」 大原薬品工業 96.00
内用薬 6241013C1079 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 117.90
内用薬 6241013C1087 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「タカタ」 高田製薬 89.60
内用薬 6241013C1095 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「日医工」 日医工 99.80
内用薬 6241013C1109 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「マイラン」 マイラン製薬 117.90
内用薬 6241013C1117 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「ファイザー」 ファイザー 89.60
内用薬 6241013F1032 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＢＴ」 バイオテックベイ 56.30
内用薬 6241013F1040 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 72.20
内用薬 6241013F1059 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 83.30
内用薬 6241013F1067 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 77.30
内用薬 6241013F1075 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 83.30
内用薬 6241013F1083 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメディ

オ
77.30

内用薬 6241013F1091 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 95.80
内用薬 6241013F1105 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 72.20
内用薬 6241013F1113 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 62.80
内用薬 6241013F1121 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 77.30
内用薬 6241013F1130 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 62.80
内用薬 6241013F1148 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 95.80
内用薬 6241013F1156 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 68.00
内用薬 6241013F1164 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「イセイ」 イセイ 77.30
内用薬 6241013F1172 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 56.30
内用薬 6241013F1180 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 68.00
内用薬 6241013F1199 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「科研」 シオノケミカル 83.30
内用薬 6241013F1202 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 91.50
内用薬 6241013F1210 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 68.00
内用薬 6241013F1229 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 77.30
内用薬 6241013F1237 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 95.80
内用薬 6241013F1245 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 72.20
内用薬 6241013F1253 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 68.00
内用薬 6241013F1261 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「あすか」 ニプロジェネファ 77.30
内用薬 6241013F1270 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 56.30
内用薬 6241013S1022 レボフロキサシン水和物 ２５ｍｇ１ｍＬ レボフロキサシン内用液２５ｍｇ／ｍＬ「トー

ワ」
東和薬品 29.60

内用薬 6250002D1016 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル４０％顆粒 52.40
内用薬 6250002D1040 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビン顆粒４０％ 日医工 98.50
内用薬 6250002D1059 アシクロビル ４０％１ｇ ベルクスロン顆粒４０％ 東和薬品 117.60
内用薬 6250002D1067 アシクロビル ４０％１ｇ ビクロックス顆粒４０％ 小林化工 141.40
内用薬 6250002D1075 アシクロビル ４０％１ｇ アシロベック顆粒４０％ 沢井製薬 98.50
内用薬 6250002D1091 アシクロビル ４０％１ｇ グロスパール顆粒４０％ 高田製薬 153.70
内用薬 6250002D1164 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル顆粒４０％「サワイ」 沢井製薬 98.50
内用薬 6250002F1017 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル２００ｍｇ錠 28.40
内用薬 6250002F1033 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシロベック錠２００ 沢井製薬 63.60
内用薬 6250002F1041 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシロミン錠２００ メディサ新薬 91.00
内用薬 6250002F1068 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビン錠２００ 日医工 63.60
内用薬 6250002F1084 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 クロベート錠２００ ポーラファルマ 51.20
内用薬 6250002F1106 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ゾビクロビル錠２００ 日本薬品工業 51.20
内用薬 6250002F1114 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ビクロックス錠２００ 小林化工 63.60
内用薬 6250002F1130 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ビルヘキサル錠２００ｍｇ サンド 51.20
内用薬 6250002F1149 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ベルクスロン錠２００ 東和薬品 63.60
内用薬 6250002F1211 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠２００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 63.60
内用薬 6250002F1238 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 63.60
内用薬 6250002F2013 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル４００ｍｇ錠 52.70
内用薬 6250002F2048 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビン錠４００ 日医工 91.00
内用薬 6250002F2064 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシロベック錠４００ 沢井製薬 91.00
内用薬 6250002F2072 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ビクロックス錠４００ 小林化工 91.00
内用薬 6250002F2099 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ベルクスロン錠４００ 東和薬品 91.00
内用薬 6250002F2200 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル錠４００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 91.00
内用薬 6250002F2218 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシロミン錠４００ メディサ新薬 91.00
内用薬 6250002F2234 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル錠４００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 91.00
内用薬 6250002Q1026 アシクロビル ２００ｍｇ１包 アシビル内服ゼリー２００ｍｇ 日医工ファーマ 191.00
内用薬 6250002Q2022 アシクロビル ８００ｍｇ１包 アシビル内服ゼリー８００ｍｇ 日医工ファーマ 581.30
内用薬 6250002Q3029 アシクロビル ８％１ｍＬ 局 ビクロックスシロップ８％ 小林化工 38.90
内用薬 6250002Q3037 アシクロビル ８％１ｍＬ 局 グロスパールシロップ８％ 高田製薬 36.90
内用薬 6250002R1021 アシクロビル ８０％１ｇ 局 アストリックドライシロップ８０％ 日本化薬 275.10
内用薬 6250002R1030 アシクロビル ８０％１ｇ アシロベックＤＳ８０％ 沢井製薬 224.70
内用薬 6250002R1048 アシクロビル ８０％１ｇ 局 アシクロビルＤＳ８０％「サワイ」 沢井製薬 224.70
内用薬 6250022F1030 リバビリン ２００ｍｇ１錠 リバビリン錠２００ｍｇＲＥ「マイラン」 高田製薬 484.70
内用薬 6290002M1038 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル ミコシストカプセル５０ｍｇ 高田製薬 455.70
内用薬 6290002M1046 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルカジールカプセル５０ｍｇ 長生堂製薬 197.00
内用薬 6290002M1062 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 341.70
内用薬 6290002M1089 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾンカプセル５０ 日医工ファーマ 283.80
内用薬 6290002M1100 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 197.00
内用薬 6290002M1127 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 309.50
内用薬 6290002M1135 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 246.10
内用薬 6290002M1143 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 197.00
内用薬 6290002M2034 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル ミコシストカプセル１００ｍｇ 高田製薬 552.10
内用薬 6290002M2042 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルカジールカプセル１００ｍｇ 長生堂製薬 389.50
内用薬 6290002M2069 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 552.10
内用薬 6290002M2085 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾンカプセル１００ 日医工ファーマ 552.10
内用薬 6290002M2115 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 389.50

内用薬 6290002M2123 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 552.10
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内用薬 6290002M2131 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 442.60

内用薬 6290002M2140 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 389.50
内用薬 6290004F1020 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０「ＭＥＥＫ」 小林化工 241.60
内用薬 6290004F1038 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 トラコナ錠５０ｍｇ 日医工ファーマ 152.00
内用薬 6290004F1062 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」 科研製薬 161.30
内用薬 6290004F2026 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠１００「ＭＥＥＫ」 小林化工 446.00
内用薬 6290004F2042 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 トラコナ錠１００ｍｇ 日医工ファーマ 281.80
内用薬 6290004F3022 イトラコナゾール ２００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠２００「ＭＥＥＫ」 小林化工 774.20
内用薬 6290004M1061 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトラートカプセル５０ 沢井製薬 215.90
内用薬 6290005F1032 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ケルガー錠１２５ｍｇ 前田薬品工業 77.90
内用薬 6290005F1040 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テビーナ錠１２５ｍｇ 岩城製薬 117.30
内用薬 6290005F1059 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テビナシール錠１２５ｍｇ 東亜薬品 77.90
内用薬 6290005F1067 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビー錠１２５ｍｇ ダイト 110.40
内用薬 6290005F1075 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 77.90
内用薬 6290005F1083 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 98.40
内用薬 6290005F1091 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥＫ」 小林化工 117.30
内用薬 6290005F1105 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 98.40
内用薬 6290005F1113 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５「ＴＣＫ」 辰巳化学 123.90
内用薬 6290005F1121 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 98.40
内用薬 6290005F1130 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サンド」 サンド 77.90
内用薬 6290005F1148 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 88.90
内用薬 6290005F1164 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナール錠１２５ｍｇ 日本薬品工業 117.30
内用薬 6290005F1172 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルフィナビン錠１２５ｍｇ 日医工 123.90
内用薬 6290005F1180 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルミシール錠１２５ｍｇ 大正薬品工業 98.40
内用薬 6290005F1199 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ネドリール錠１２５ｍｇ 高田製薬 144.30
内用薬 6290005F1202 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ビラス錠１２５ｍｇ ジェイドルフ製薬 144.30
内用薬 6290005F1210 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ラミテクト錠１２５ｍｇ 沢井製薬 110.40
内用薬 6290005F1229 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 リプノール錠１２５ｍｇ 東菱薬品工業 88.90
内用薬 6290005F1237 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 123.90
内用薬 6290005F1245 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 77.90
内用薬 6290005F1253 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 98.40
内用薬 6290100D1070 スルファメトキサゾール・ト

リメトプリム
１ｇ ダイフェン配合顆粒 鶴原製薬 18.00

内用薬 6290100F2018 スルファメトキサゾール・ト
リメトプリム

１錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠 15.50

内用薬 6419001F1030 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 ハイシジン錠２００ｍｇ 富士製薬工業 44.70
内用薬 6419001F2036 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 ハイシジン錠５００ｍｇ 富士製薬工業 121.60
内用薬 6419002F1123 メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 局 アスゾール錠２５０ｍｇ 富士製薬工業 19.10
内用薬 7213012D1029 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 １ｇ バルギン発泡顆粒 共成製薬 11.90
内用薬 7213014D1028 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 １ｇ バロス発泡顆粒－Ｓ 堀井薬品工業 16.90
内用薬 7213016D1027 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 １ｇ バリエース発泡顆粒 伏見製薬所 12.20
内用薬 7213017D1030 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 １ｇ バックス発泡顆粒 共成製薬 11.70
内用薬 7213018B1025 クエン酸マグネシウム １ｇ テクトロール散 大洋薬品工業 6.20
内用薬 7990100A1041 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 オーペグ 日医工ファーマ 577.70
内用薬 7990100A1050 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 ニフプラス 大原薬品工業 637.40
内用薬 7990100A1092 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 スクリット配合内用剤 大洋薬品工業 597.20
内用薬 7990100A1114 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 ムーベン配合内用剤 日本製薬 752.90
内用薬 7990100A1122 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 ロレナック配合内用剤 シオノケミカル 463.20
内用薬 8114004C1025 モルヒネ硫酸塩水和物 ２％１ｇ 麻 モルペス細粒２％ 藤本製薬 405.40
内用薬 8114004C2021 モルヒネ硫酸塩水和物 ６％１ｇ 麻 モルペス細粒６％ 藤本製薬 1,088.30
内用薬 8114004N4025 モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル 麻 ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ 帝國製薬 203.60
内用薬 8114004N5021 モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル 麻 ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ 帝國製薬 559.60
内用薬 8114004N6028 モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１カプセル 麻 ＭＳツワイスロンカプセル６０ｍｇ 帝國製薬 1,026.30
注射薬 1119402A1030 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 １％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 936
注射薬 1119402A1065 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール注１％「マイラン」 マイラン製薬 837
注射薬 1119402A1073 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール１％静注２０ｍＬ「日医工」 日医工 837
注射薬 1119402A1081 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 フレゼニウス　カビ

アーゲー
724

注射薬 1119402A2037 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 １％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 1,344
注射薬 1119402A2053 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール注１％「Ｆ」 富士製薬工業 1,433
注射薬 1119402A2088 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール静注１％「ホスピーラ」 ホスピーラ・ジャパ

ン
1,006

注射薬 1119402A2096 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール注１％「マイラン」 マイラン製薬 1,101
注射薬 1119402A2100 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注５０ｍＬ「日医工」 日医工 1,101
注射薬 1119402A2118 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 フレゼニウス　カビ

アーゲー
1,006

注射薬 1119402A3025 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 １％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 1,961
注射薬 1119402A3041 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール注１％「Ｆ」 富士製薬工業 2,090
注射薬 1119402A4021 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 プロポフォール注１％「Ｆ」 富士製薬工業 871
注射薬 1119402A4048 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 プロポフォール静注１％「ホスピーラ」 ホスピーラ・ジャパ

ン
871

注射薬 1119402A5028 プロポフォール １ｇ５０ｍＬ１瓶 ２％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 2,360
注射薬 1124401A1060 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 サンド 81
注射薬 1124401A1079 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 81
注射薬 1124402A1049 ジアゼパム ５ｍｇ１管 ジアゼパム注射液５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 56
注射薬 1124402A2061 ジアゼパム １０ｍｇ１管 ジアゼパム注射液１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 60
注射薬 1143400A1037 サリチル酸ナトリウム ５％５ｍＬ１管 サルソニン静注０．２５ｇ 扶桑薬品工業 56
注射薬 1143400A2084 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ジノリン注射液５％ 大洋薬品工業 56
注射薬 1143400A2092 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ハフトロン静注０．５ｇ 東和薬品 56
注射薬 1143400A2106 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 サルソニン静注０．５ｇ 扶桑薬品工業 59
注射薬 1143400A2114 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ザルソロン静注５００ｍｇ 宇治製薬 56
注射薬 1143400A2122 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ネオザルベリン静注０．５ｇ 日新製薬（山形） 56
注射薬 1143400A2130 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ヘパルス静注０．５ｇ イセイ 56
注射薬 1149401A2066 ペンタゾシン ３０ｍｇ１管 トスパリール注３０ｍｇ 小林化工 118
注射薬 1149402A1072 ケトプロフェン ５０ｍｇ１管 メジェイド筋注５０ｍｇ 日新製薬（山形） 56
注射薬 1149403A1069 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ１管 ザルバン注０．２ｍｇ 日新製薬（山形） 81
注射薬 1149403A2065 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．３ｍｇ１管 ザルバン注０．３ｍｇ 日新製薬（山形） 106
注射薬 1149500A1080 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

２０ｍＬ１管 ロイサールＳ注射液 科研製薬 67

注射薬 1149500A1098 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

２０ｍＬ１管 ピリツイン注 イセイ 59



区分
薬価基準収
載医薬品

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

注射薬 1149500A1128 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

２０ｍＬ１管 ザルソロイチン静注２０ｍＬ 日医工ファーマ 56

注射薬 1149501A1033 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

１０ｍＬ１管 シボンＮ注 マイラン製薬 59

注射薬 1149501A1068 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

１０ｍＬ１管 サイリジン注 イセイ 56

注射薬 1149501A1076 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

１０ｍＬ１管 ヤスラミン注 ニプロファーマ 59

注射薬 1149501A1092 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

１０ｍＬ１管 ザルチロン注 東和薬品 59

注射薬 1149501A1106 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

１０ｍＬ１管 ハウゼマイム注 日新製薬（山形） 59

注射薬 1149501A1122 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

１０ｍＬ１管 カシロン静注１０ｍＬ 宇治製薬 64

注射薬 1149501A1130 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

１０ｍＬ１管 ザルソロイチン静注１０ｍＬ 日医工ファーマ 56

注射薬 1149501G1028 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

１０ｍＬ１筒 ガシクロン注シリンジ１０ｍＬ 大洋薬品工業 151

注射薬 1149502A1038 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

２ｍＬ１管 ジブカルソー注 日新製薬（山形） 60

注射薬 1149502A1070 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

２ｍＬ１管 ビーセルファ注 東和薬品 60

注射薬 1149502A1097 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

２ｍＬ１管 タイオゼット注２ｍＬ 大洋薬品工業 60

注射薬 1149502A1100 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

２ｍＬ１管 ジカベリン注２ｍＬ シオノケミカル 60

注射薬 1149502A1119 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

２ｍＬ１管 トリガイン注２ｍＬ 宇治製薬 60

注射薬 1149503A1032 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

５ｍＬ１管 ジブカルソー注 日新製薬（山形） 74

注射薬 1149503A1075 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

５ｍＬ１管 ビーセルファ注 東和薬品 81

注射薬 1149503A1091 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

５ｍＬ１管 タイオゼット注５ｍＬ 大洋薬品工業 67

注射薬 1149503A1105 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

５ｍＬ１管 ジカベリン注５ｍＬ シオノケミカル 81

注射薬 1149503A1113 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

５ｍＬ１管 トリガイン注５ｍＬ 宇治製薬 74

注射薬 1149601A2046 ワクシニアウイルス接種家兎
炎症皮膚抽出液

３ｍＬ１管 ナブトピン注 東菱薬品工業 86

注射薬 1149601A2089 ワクシニアウイルス接種家兎
炎症皮膚抽出液

３ｍＬ１管 ノルポート注３．６単位 大洋薬品工業 86

注射薬 1162400A1040 乳酸ビペリデン ０．５％１ｍＬ１管 タスモリン注５ｍｇ 田辺三菱製薬 56
注射薬 1179404A1089 ハロペリドール ０．５％１ｍＬ１管 リントン注５ｍｇ 田辺三菱製薬 56
注射薬 1190401A1031 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 4,226
注射薬 1190401A1040 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＦＦＰ」 辰巳化学 3,769
注射薬 1190401A1058 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 4,226
注射薬 1190401A1066 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 4,226
注射薬 1190401A1074 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「アイロム」 アイロム製薬 3,769
注射薬 1190401A1082 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 3,769
注射薬 1190401A1090 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「イセイ」 イセイ 5,091
注射薬 1190401A1104 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
3,368

注射薬 1190401A1112 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 3,368
注射薬 1190401A1120 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ハラサワ」 原沢製薬工業 3,368
注射薬 1190401A1139 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 4,652
注射薬 1190401A1147 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
3,368

注射薬 1190401A1155 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 4,226
注射薬 1190401A1163 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 3,769
注射薬 1190401A1171 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 4,024
注射薬 1190401A1180 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 3,769
注射薬 1190401A1198 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 4,226
注射薬 1190401A1201 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「日医工」 日医工 3,368
注射薬 1190401A1210 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 4,024
注射薬 1190401A2020 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 4,226
注射薬 1190401A2038 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 5,091
注射薬 1190401G1034 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１

キット
エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 4,433

注射薬 1190401G1042 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「アイロム」 アイロム製薬 3,948

注射薬 1190401G1050 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「タカタ」 高田製薬 3,368

注射薬 1190401G1069 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」 ニプロファーマ 4,433

注射薬 1190401G1077 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 4,305

注射薬 1190401G1085 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「サワイ」 沢井製薬 4,433

注射薬 1190401G1093 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

3,624

注射薬 1190401G1107 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「興和テ
バ」

興和テバ 3,368

注射薬 1190401G1115 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」 日医工 3,624

注射薬 1190401G1123 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ＡＡ」 大正薬品工業 4,305

注射薬 1190401G1131 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 4,622



区分
薬価基準収
載医薬品

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

注射薬 1190401G1140 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 3,948

注射薬 1190401G1158 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 3,948

注射薬 1190401G1166 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

3,624

注射薬 1190401G1174 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「トーワ」 東和薬品 4,305

注射薬 1214400A5036 塩酸リドカイン ０．５％５ｍＬ１管 ０．５％パートラン注ＰＢ 日新製薬（山形） 56
注射薬 1214400A5044 塩酸リドカイン ０．５％５ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注０．５％ マイラン製薬 60
注射薬 1214400A6032 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１管 ０．５％パートラン注ＰＢ 日新製薬（山形） 64
注射薬 1214400A6040 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注０．５％ マイラン製薬 87
注射薬 1214400A7039 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注１％ マイラン製薬 60
注射薬 1214400A7047 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管 １％パートラン注ＰＢ 日新製薬（山形） 56
注射薬 1214400A8035 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注１％ マイラン製薬 103
注射薬 1214400A8043 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１管 １％パートラン注ＰＢ 日新製薬（山形） 78
注射薬 1214400A9031 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注２％ マイラン製薬 80
注射薬 1214400A9040 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１管 ２％パートラン注ＰＢ 日新製薬（山形） 56
注射薬 1214400G1025 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１筒 キシロカイン注シリンジ０．５％ ニプロファーマ 224
注射薬 1214400G2021 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１筒 キシロカイン注シリンジ１％ ニプロファーマ 224
注射薬 1214400G3028 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１筒 キシロカイン注シリンジ２％ ニプロファーマ 274
注射薬 1214400H1039 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注２％ マイラン製薬 148
注射薬 1214400H1047 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１管 ２％パートラン注ＰＢ 日新製薬（山形） 100
注射薬 1214404A2027 リドカイン １％２００ｍＬ１袋 オリベス点滴用１％ 高田製薬 552
注射薬 1214406G1022 メピバカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍＬ１筒 塩酸メピバカイン注シリンジ０．５％「ＮＰ」 ニプロファーマ 211
注射薬 1214406G2029 メピバカイン塩酸塩 １％１０ｍＬ１筒 塩酸メピバカイン注シリンジ１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 213
注射薬 1214406G3025 メピバカイン塩酸塩 ２％１０ｍＬ１筒 塩酸メピバカイン注シリンジ２％「ＮＰ」 ニプロファーマ 270
注射薬 1229401A1070 プリジノールメシル酸塩 ０．２％１ｍＬ１管 コンラックス注２ｍｇ 日本新薬 58
注射薬 1229401A1100 プリジノールメシル酸塩 ０．２％１ｍＬ１管 ミタノリン注２ｍｇ キョーリンリメディ

オ
50

注射薬 1229403F1034 ベクロニウム臭化物 ４ｍｇ１管（溶解液付） マスキュレート静注用４ｍｇ 富士製薬工業 270
注射薬 1229403F2030 ベクロニウム臭化物 １０ｍｇ１瓶 マスキュレート静注用１０ｍｇ 富士製薬工業 605
注射薬 1242401A1269 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 スポラミン注２０ｍｇ ニプロファーマ 56
注射薬 1242401A1277 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 スコルパン注２０ｍｇ 東和薬品 56
注射薬 1242401A1285 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 スパスモパン注２０ｍｇ 日医工 56
注射薬 1242401A1293 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注射液２０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 56

注射薬 1242401A1307 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルミン注射液２０ｍｇ 高田製薬 56
注射薬 1242401A1323 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブスポン注射液２０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
56

注射薬 1242401A1331 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 56

注射薬 1242401A1340 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 リラダン注２０ｍｇ イセイ 56
注射薬 1242401G1024 ブチルスコポラミン臭化物 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 スポラミン注２０ｍｇシリンジ ニプロファーマ 159
注射薬 1242402A1034 ブトロピウム臭化物 ４ｍｇ１管 ブトロパン注射液４ｍｇ 大洋薬品工業 62
注射薬 1242406G1035 アトロピン硫酸塩水和物 ０．０５％１ｍＬ１筒 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 テルモ 157
注射薬 2115401A1171 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ジプロフィリン注３００ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 50
注射薬 2115403A1030 安息香酸ナトリウムカフェイ

ン
１０％１ｍＬ１管 アンナカ注「フソー」－１０％ 扶桑薬品工業 63

注射薬 2115403A2037 安息香酸ナトリウムカフェイ
ン

２０％１ｍＬ１管 アンナカ注「フソー」－２０％ 扶桑薬品工業 63

注射薬 2115404G2026 アミノフィリン水和物 ２５０ｍｇ１０ｍＬ１筒 ミクロフィリン注シリンジ２５０ｍｇ 大洋薬品工業 156
注射薬 2119402A1019 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管 局 ドパミン塩酸塩注射液 118
注射薬 2119402A1337 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管 局 ドミニン点滴静注１００ｍｇ 日本新薬 455
注射薬 2119402A2031 ドパミン塩酸塩 ４０ｍｇ２ｍＬ１管 局 ドミニン点滴静注４０ｍｇ 日本新薬 295
注射薬 2119402A3011 ドパミン塩酸塩 ５０ｍｇ２．５ｍＬ１管 局 ドパミン塩酸塩注射液 152
注射薬 2119402A4018 ドパミン塩酸塩 ２００ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ドパミン塩酸塩注射液 152
注射薬 2119402A4093 ドパミン塩酸塩 ２００ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ドミニン点滴静注２００ｍｇ 日本新薬 491
注射薬 2119402A5014 ドパミン塩酸塩 ２００ｍｇ５ｍＬ１管 局 ドパミン塩酸塩注射液 152
注射薬 2119402G6099 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１瓶 局 カコージンＤ注０．１％ 日本製薬 1,025
注射薬 2119402G7095 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１瓶 局 カコージンＤ注０．３％ 日本製薬 1,669
注射薬 2119402P1020 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 局 プレドパ注２００ マイラン製薬 821
注射薬 2119402P1062 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 局 塩酸ドパミン注キット２００ アイロム製薬 322
注射薬 2119402P1070 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 局 カタボンＬｏｗ注２００ｍｇ 興和 1,025
注射薬 2119402P1089 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 局 カコージンＤ注０．１％ 日本製薬 1,025
注射薬 2119402P2026 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 局 プレドパ注６００ マイラン製薬 1,173
注射薬 2119402P2069 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 局 塩酸ドパミン注キット６００ アイロム製薬 567
注射薬 2119402P2077 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 局 カタボンＨｉ注６００ｍｇ 興和 1,669
注射薬 2119402P2085 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 局 カコージンＤ注０．３％ 日本製薬 1,669
注射薬 2119402P2093 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 局 ドパミン液６００「トーワ」 東和薬品 702
注射薬 2119404A1018 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩１００ｍｇ注射液 238
注射薬 2119404A1123 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドプミン注１００ｍｇ マイラン製薬 301
注射薬 2119404A1140 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「アイロム」 アイロム製薬 301
注射薬 2119404A1158 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドプタミン点滴静注液１００ｍｇ 富士製薬工業 301
注射薬 2119404A1166 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブックス点滴静注１００ｍｇ 小林化工 301
注射薬 2119404A1174 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 レタメックス点滴静注液１００ｍｇ エール薬品 416
注射薬 2119404A1182 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 301

注射薬 2119404G3021 ドブタミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 ドプミンＫ注２００ マイラン製薬 1,481
注射薬 2119404G3056 ドブタミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 ドブトレックスキット点滴静注用２００ｍｇ 塩野義製薬 2,895
注射薬 2119404G4028 ドブタミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 ドプミンＫ注６００ マイラン製薬 2,631
注射薬 2119404G4052 ドブタミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 ドブトレックスキット点滴静注用６００ｍｇ 塩野義製薬 5,611
注射薬 2119404G5032 ドブタミン塩酸塩 ０．１％５０ｍＬ１筒 ドブポン注０．１％シリンジ テルモ 471
注射薬 2119404G6039 ドブタミン塩酸塩 ０．３％５０ｍＬ１筒 ドブポン注０．３％シリンジ テルモ 838
注射薬 2119404G7027 ドブタミン塩酸塩 ０．６％５０ｍＬ１筒 ドブポン注０．６％シリンジ テルモ 1,517
注射薬 2119408A1032 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ミルリノン注１０「ＫＮ」 小林化工 2,988
注射薬 2119408A1040 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 2,799
注射薬 2119408A1059 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ミルリノン静注液１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 2,988
注射薬 2119408A2020 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 3,904
注射薬 2119408A2039 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ミルリノン静注液１０ｍｇ「サンド」 サンド 3,268
注射薬 2119408A3027 ミルリノン ２２．５ｍｇ１５０ｍＬ

１瓶
ミルリノン注射液２２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 6,951

注射薬 2119408G1035 ミルリノン ２２．５ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

ミルリノン注２２．５ｍｇバッグ「タカタ」 高田製薬 5,273

注射薬 2129402A1058 ベラパミル塩酸塩 ０．２５％２ｍＬ１管 ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 193
注射薬 2129408A1039 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ５ｍＬ１管 ピルシカイニド塩酸塩静注５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 486
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注射薬 2129408A1047 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ５ｍＬ１管 ピルシカイニド塩酸塩静注５０ｍｇ「イセイ」 イセイ 486
注射薬 2129409G1036 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１筒 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 テルモ 166
注射薬 2133400D1074 カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１管 ベネクトミン静注用１００ｍｇ 大洋薬品工業 143
注射薬 2133400D2089 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１管 ベネクトミン静注用２００ｍｇ 大洋薬品工業 235
注射薬 2133400D3026 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１瓶 ガスクール静注用２００ｍｇ 沢井製薬 259
注射薬 2133400D3034 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１瓶 カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 259

注射薬 2133400D4022 カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１瓶 カンレノ酸カリウム静注用１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 151

注射薬 2139401A2153 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 ロープストン注２０ｍｇ 日医工ファーマ 57
注射薬 2139401A2161 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 50
注射薬 2139401A2170 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注２０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 57
注射薬 2139401A2188 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注２０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 50
注射薬 2139401G1028 フロセミド ２０ｍｇ２ｍＬ１筒 フロセミド注２０ｍｇシリンジ「タイヨー」 大洋薬品工業 135
注射薬 2149400A1051 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 サリペックス注０．１％ 日医工 92
注射薬 2149400A1060 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ラジストミン注射液２ｍｇ 大洋薬品工業 92
注射薬 2149400A1078 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 イセジピール注２ｍｇ イセイ 92
注射薬 2149400A1086 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ニカルピン注射液２ｍｇ 沢井製薬 92
注射薬 2149400A1094 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ニスタジール注２ｍｇ 東和薬品 87
注射薬 2149400A1108 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「ＦＹ」 富士薬品 92
注射薬 2149400A1116 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ニカルジピン塩酸塩注２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 92
注射薬 2149400A2066 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 サリペックス注０．１％ 日医工 229
注射薬 2149400A2082 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ラジストミン注射液１０ｍｇ 大洋薬品工業 269
注射薬 2149400A2090 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 イセジピール注１０ｍｇ イセイ 166
注射薬 2149400A2104 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ニカルピン注射液１０ｍｇ 沢井製薬 229
注射薬 2149400A2112 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ニスタジール注１０ｍｇ 東和薬品 199
注射薬 2149400A2120 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「ＦＹ」 富士薬品 269
注射薬 2149400A2139 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ニカルジピン塩酸塩注１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 269
注射薬 2149400A3038 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 局 ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「日医工」 日医工 434
注射薬 2149400A3046 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 局 ニカルピン注射液２５ｍｇ 沢井製薬 434
注射薬 2149400A3054 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 局 ニスタジール注２５ｍｇ 東和薬品 400
注射薬 2149400A3062 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 局 ニカルジピン塩酸塩注２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 573
注射薬 2149400A4034 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１瓶 局 ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「ＦＹ」 富士薬品 633
注射薬 2149400G1020 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１筒 ラジストミン注射液シリンジ１０ｍｇ 大洋薬品工業 473
注射薬 2171402A1116 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 シフノス静注液１０ｍｇ 日医工ファーマ 56
注射薬 2171402A1124 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 アジリース静注１０ｍｇ イセイ 56
注射薬 2171402A1132 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 トーモル静注１０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
56

注射薬 2171403A1048 ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 バソレーター注１ｍｇ 三和化学研究所 100
注射薬 2171403A1056 ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 ニトログリセリン注１ｍｇ／２ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 89
注射薬 2171403A1064 ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 ミオコール静注１ｍｇ トーアエイヨー 100
注射薬 2171403A2044 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 バソレーター注５ｍｇ 三和化学研究所 369
注射薬 2171403A2079 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 ミオコール静注５ｍｇ トーアエイヨー 369
注射薬 2171403A3032 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ニトログリセリン注２５ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 1,647
注射薬 2171403A3059 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 バソレーター注２５ｍｇ 三和化学研究所 1,405
注射薬 2171403A4039 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 バソレーター注５０ｍｇ 三和化学研究所 2,635
注射薬 2171403A4047 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 ニトログリセリン注５０ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 2,409
注射薬 2171403A7038 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 ミオコール点滴静注５０ｍｇ トーアエイヨー 2,655
注射薬 2171403A7054 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ／１００ｍＬ

「ＨＫ」
光製薬 2,409

注射薬 2171403A8026 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ミオコール点滴静注２５ｍｇ トーアエイヨー 1,501
注射薬 2171403A9022 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ニトログリセリン注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 354

注射薬 2171403G1024 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１筒 ニトログリセリン注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ
「テルモ」

テルモ 1,608

注射薬 2171404A1034 硝酸イソソルビド ０．０５％１０ｍＬ１管 サークレス注０．０５％ 高田製薬 189
注射薬 2171404A2022 硝酸イソソルビド ０．１％５ｍＬ１管 サークレス注０．１％ 高田製薬 178
注射薬 2171404A4025 硝酸イソソルビド ０．０５％１００ｍＬ１

瓶
サークレス注０．０５％ 高田製薬 1,494

注射薬 2171404A5021 硝酸イソソルビド ０．１％５０ｍＬ１瓶 サークレス注０．１％ 高田製薬 1,470
注射薬 2171404A6028 硝酸イソソルビド ０．１％１００ｍＬ１瓶 サークレス注０．１％ 高田製薬 2,675
注射薬 2171405D1043 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１管 塩酸ジルチアゼム注射用１０「日医工」 日医工 144
注射薬 2171405D2058 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１管 塩酸ジルチアゼム注射用５０「日医工」 日医工 535
注射薬 2171405D3062 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 塩酸ジルチアゼム注射用２５０「日医工」 日医工 1,363
注射薬 2171405D3089 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 2,180

注射薬 2171405D4069 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 166
注射薬 2171405D5065 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 457
注射薬 2171406D1030 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 186
注射薬 2171406D1048 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 186
注射薬 2171406D1056 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「日医工」 日医工 198
注射薬 2171406D2036 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 814
注射薬 2171406D2044 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 949
注射薬 2171406D2052 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「日医工」 日医工 814
注射薬 2171406D3032 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 2,864
注射薬 2171406D3040 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 2,864
注射薬 2171406D3059 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「日医工」 日医工 2,649
注射薬 2190402D1045 アルプロスタジル　アルファ

デクス
２０μｇ１管 注射用アルテジール２０ 大洋薬品工業 462

注射薬 2190402D1061 アルプロスタジル　アルファ
デクス

２０μｇ１管 タンデトロン注射用２０ 高田製薬 440

注射薬 2190402D1096 アルプロスタジル　アルファ
デクス

２０μｇ１管 アピスタンディン注射用２０μｇ 富士製薬工業 462

注射薬 2190402D2050 アルプロスタジル　アルファ
デクス

５００μｇ１瓶 タンデトロン注射用５００ 高田製薬 6,311

注射薬 2190402D2076 アルプロスタジル　アルファ
デクス

５００μｇ１瓶 アピスタンディン注射用５００μｇ 富士製薬工業 8,624

注射薬 2190402D2084 アルプロスタジル　アルファ
デクス

５００μｇ１瓶 注射用アルテジール５００ 大洋薬品工業 6,311

注射薬 2190402D3048 アルプロスタジル　アルファ
デクス

２０μｇ１瓶 メディプロスト注射用２０μｇ エール薬品 507

注射薬 2190402D3056 アルプロスタジル　アルファ
デクス

２０μｇ１瓶 タンデトロン注射用２０ 高田製薬 440

注射薬 2190404A1315 シチコリン ５％２ｍＬ１管 シチコリン注「ミタ」１００ｍｇ キョーリンリメディ
オ

56

注射薬 2190404A1323 シチコリン ５％２ｍＬ１管 シチコリン注１００ｍｇ／２ｍＬ「日医工」 日医工ファーマ 56
注射薬 2190404A1340 シチコリン ５％２ｍＬ１管 シチコリン注１００ｍｇ／２ｍＬ「ＮＰ」 ニプロファーマ 56



区分
薬価基準収
載医薬品

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

注射薬 2190404A5019 シチコリン ５％１０ｍＬ１管 シチコリン５％１０ｍＬ注射液 87
注射薬 2190404A5205 シチコリン ５％１０ｍＬ１管 シチコリン注「ミタ」５００ｍｇ キョーリンリメディ

オ
96

注射薬 2190404A5221 シチコリン ５％１０ｍＬ１管 シスコリン注射液５００ｍｇ 東和薬品 96
注射薬 2190404A6082 シチコリン ５％２０ｍＬ１管 シチコリン注「ミタ」１０００ｍｇ キョーリンリメディ

オ
192

注射薬 2190404G1024 シチコリン ５００ｍｇ２ｍＬ１筒 シチコリンＨ注５００ｍｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 191
注射薬 2190404H1011 シチコリン １２．５％２ｍＬ１管 シチコリン１２．５％２ｍＬ注射液 56
注射薬 2190404H1062 シチコリン １２．５％２ｍＬ１管 シスコリン注射液２５０ｍｇ 東和薬品 62
注射薬 2190404H4010 シチコリン ２５％２ｍＬ１管 シチコリン２５％２ｍＬ注射液 71
注射薬 2190404H4142 シチコリン ２５％２ｍＬ１管 シチコリン注５００ｍｇ／２ｍＬ「ＮＰ」 ニプロファーマ 98
注射薬 2190404H5017 シチコリン ２５％４ｍＬ１管 シチコリン２５％４ｍＬ注射液 132
注射薬 2190406A1080 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 プリンク注５μｇ 大洋薬品工業 1,748
注射薬 2190406A1098 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 アリプロスト注５μｇ 富士製薬工業 1,748
注射薬 2190406A1101 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注５μｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 1,648
注射薬 2190406A1110 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」 沢井製薬 1,543
注射薬 2190406A2086 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 プリンク注１０μｇ 大洋薬品工業 1,942
注射薬 2190406A2094 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 アリプロスト注１０μｇ 富士製薬工業 2,113
注射薬 2190406A2108 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注１０μｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 2,113
注射薬 2190406A2116 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注１０μｇ「サワイ」 沢井製薬 1,942
注射薬 2190406G1023 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 プリンク注シリンジ５μｇ 大洋薬品工業 1,936
注射薬 2190406G1031 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 局 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 1,936

注射薬 2190406G1040 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 局 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「サワイ」 沢井製薬 1,543

注射薬 2190406G2020 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 プリンク注シリンジ１０μｇ 大洋薬品工業 2,238
注射薬 2190406G2054 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 2,113

注射薬 2190406G2062 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「サワイ」 沢井製薬 1,942

注射薬 2190408A1054 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 ガルトバン注射液１０ｍｇ シオノケミカル 1,151
注射薬 2190408A1070 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 アルガロン注１０ｍｇ 日医工 1,597
注射薬 2190408A1089 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,211
注射薬 2190408G1057 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１筒 アルガトロバン注シリンジ１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1,523
注射薬 2190408G1065 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１筒 ガルトバン注射液１０ｍｇシリンジ シオノケミカル 1,367
注射薬 2190413F1036 エポプロステノールナトリウ

ム
０．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 11,195

注射薬 2190413F1044 エポプロステノールナトリウ
ム

０．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 11,195

注射薬 2190413F2032 エポプロステノールナトリウ
ム

０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 9,210

注射薬 2190413F2040 エポプロステノールナトリウ
ム

０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 9,210

注射薬 2190413F3039 エポプロステノールナトリウ
ム

１．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 18,898

注射薬 2190413F3047 エポプロステノールナトリウ
ム

１．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 18,898

注射薬 2190413F4035 エポプロステノールナトリウ
ム

１．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 19,715

注射薬 2190413F4043 エポプロステノールナトリウ
ム

１．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 19,715

注射薬 2190415A1038 エポプロステノールナトリウ
ム専用溶解液

５０ｍＬ１瓶 エポプロステノール静注用「Ｆ」専用溶解液 富士製薬工業 1,529

注射薬 2190415A1046 エポプロステノールナトリウ
ム専用溶解液

５０ｍＬ１瓶 エポプロステノール静注用「タイヨー」専用溶解
用液

大洋薬品工業 1,529

注射薬 2190501A1050 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１瓶 グリマッケン注 マイラン製薬 183
注射薬 2190501A1085 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１瓶 グリポーゼ注 扶桑薬品工業 183
注射薬 2190501A2073 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１瓶 グリマッケン注 マイラン製薬 190
注射薬 2190501A2081 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１瓶 グリポーゼ注 扶桑薬品工業 277
注射薬 2190501A3037 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリセノン注 アイロム製薬 621
注射薬 2190501A3045 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリマッケン注 マイラン製薬 449
注射薬 2190501A3088 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリセリンＦ注 光製薬 371
注射薬 2190501A3096 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリポーゼ注 扶桑薬品工業 464
注射薬 2190501A4025 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 ヒシセオール液 ニプロファーマ 203
注射薬 2190501A4041 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセノン注 アイロム製薬 182
注射薬 2190501A4076 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセリンＦ注 光製薬 203
注射薬 2190501A4092 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセレブ点滴静注 テルモ 182
注射薬 2190501A5021 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 ヒシセオール液 ニプロファーマ 385
注射薬 2190501A5072 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 グリセレブ点滴静注 テルモ 382
注射薬 2190501A6036 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 ヒシセオール液 ニプロファーマ 266
注射薬 2190501A6044 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 グリセノン注 アイロム製薬 304
注射薬 2190501A6079 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 グリセリンＦ注 光製薬 266
注射薬 2190501A6095 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 グリセレブ点滴静注 テルモ 266
注射薬 2219403A1035 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 2,088
注射薬 2219403A1043 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,882
注射薬 2219403A1051 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1,617
注射薬 2219403A1060 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 1,748
注射薬 2219403A1078 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「マイラン」 富士薬品 1,748
注射薬 2219403A2023 フルマゼニル ０．２ｍｇ２ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 891
注射薬 2219403A2031 フルマゼニル ０．２ｍｇ２ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．２ｍｇ「マイラン」 富士薬品 891
注射薬 2223400A1034 デキストロメトルファン臭化

水素酸塩水和物
０．５％１ｍＬ１管 ハイフスタン注５ｍｇ 日医工ファーマ 54

注射薬 2234400A1054 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％２ｍＬ１管 ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 56
注射薬 2251400G1031 テオフィリン ０．１％２００ｍＬ１袋 テオドリップ点滴静注用２００ｍｇ 興和 250
注射薬 2321400D1058 メチルメチオニンスルホニウ

ムクロライド
４００ｍｇ１管 チオスペン注射用４００ｍｇ 大洋薬品工業 56

注射薬 2325400A1158 シメチジン １０％２ｍＬ１管 タカミジン注射液２００ｍｇ 高田製薬 56
注射薬 2325400A1166 シメチジン １０％２ｍＬ１管 チーカプト注２００ｍｇ 東和薬品 56
注射薬 2325400A1174 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注射液２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 56
注射薬 2325400A1182 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチパール注射液２００ｍｇ 沢井製薬 56
注射薬 2325400A1190 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチラン注２００ｍｇ ニプロファーマ 56
注射薬 2325400A1204 シメチジン １０％２ｍＬ１管 アルキオーネ注２００ｍｇ イセイ 56
注射薬 2325400A1212 シメチジン １０％２ｍＬ１管 ファルジン注２００ｍｇ キョーリンリメディ

オ
56

注射薬 2325400G1029 シメチジン ２００ｍｇ２ｍＬ１筒 シメチラン注２００ｍｇシリンジ ニプロファーマ 177
注射薬 2325401A3023 ファモチジン ２０ｍｇ２０ｍＬ１管 局 ガスドック静注２０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
147



区分
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注射薬 2325401A3031 ファモチジン ２０ｍｇ２０ｍＬ１管 ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 162
注射薬 2325401A4020 ファモチジン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ファモチジン静注１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 94
注射薬 2325401A4038 ファモチジン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ガスドック静注１０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
94

注射薬 2325401D1035 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ガスポート注射用２０ｍｇ 大洋薬品工業 140
注射薬 2325401D1043 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ガモファー注射用２０ｍｇ 大原薬品工業 140
注射薬 2325401D1086 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 149
注射薬 2325401D1094 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ファモスタジン注用２０ｍｇ 東和薬品 140
注射薬 2325401D1108 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 127
注射薬 2325401D2040 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 102
注射薬 2325401D2058 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ファモスタジン注用１０ｍｇ 東和薬品 102
注射薬 2325401D2066 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用１０ｍｇ「日医工」 日医工 97
注射薬 2325401D2074 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ガスポート注射用１０ｍｇ 大洋薬品工業 102
注射薬 2325401D2082 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ガモファー注射用１０ｍｇ 大原薬品工業 92
注射薬 2325401D2090 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 92
注射薬 2325401D3038 ファモチジン ２０ｍｇ１瓶 局 ファモチジン注射用２０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 日医工 146
注射薬 2325401D3046 ファモチジン ２０ｍｇ１瓶 局 ファモチジン注射用２０ｍｇ「日医工」 日医工 146
注射薬 2325402A1041 ラニチジン塩酸塩 ２．５％２ｍＬ１管 ラニチジン注射液５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 88
注射薬 2325402A2048 ラニチジン塩酸塩 ２．５％４ｍＬ１管 ラニチジン注射液１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 158
注射薬 2325402G1028 ラニチジン塩酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１筒 ラニチジン注５０ｍｇシリンジ「タイヨー」 大洋薬品工業 212
注射薬 2325402G1036 ラニチジン塩酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１筒 ラニチジン注５０ｍｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 212
注射薬 2325402G2024 ラニチジン塩酸塩 １００ｍｇ４ｍＬ１筒 ラニチジン注１００ｍｇシリンジ「タイヨー」 大洋薬品工業 248

注射薬 2325402G2032 ラニチジン塩酸塩 １００ｍｇ４ｍＬ１筒 ラニチジン注１００ｍｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 307
注射薬 2325403D1042 ロキサチジン酢酸エステル塩

酸塩
７５ｍｇ１管 塩酸ロキサチジンアセタート注７５「タツミ」 辰巳化学 181

注射薬 2325403D1050 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

７５ｍｇ１管 ロザルタット注射用７５ｍｇ 長生堂製薬 181

注射薬 2329401A1119 スルピリド ５０ｍｇ１管 ピリカップル筋注５０ｍｇ イセイ 56
注射薬 2329402D1047 ピレンゼピン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１管（溶解液

付）
塩酸ピレンゼピン注射用１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 62

注射薬 2329402D1055 ピレンゼピン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１管（溶解液
付）

ピレンゼール静注用１０ｍｇ 大洋薬品工業 143

注射薬 2329403D1033 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプトロール注用２０ｍｇ 大正薬品工業 340
注射薬 2329403D1041 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 340
注射薬 2329403D1050 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 340
注射薬 2329403D1068 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 日医工 318
注射薬 2329403D1076 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール静注用２０ｍｇ「サンド」 サンド 365
注射薬 2391400A3032 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 1,152
注射薬 2391400A3040 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＢＸ」 シオノケミカル 1,563
注射薬 2391400A3067 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＮＫ」 沢井製薬 1,420
注射薬 2391400A3075 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「アイロム」 アイロム製薬 1,152
注射薬 2391400A3083 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ケミファ」 日医工ファーマ 1,563
注射薬 2391400A3091 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1,152
注射薬 2391400A3105 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「日医工」 日医工 1,563
注射薬 2391400A3121 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,420
注射薬 2391400A3130 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 1,152
注射薬 2391400A3148 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,152
注射薬 2391400A3156 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 1,420
注射薬 2391400A3164 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
1,420

注射薬 2391400A3172 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 1,420
注射薬 2391400A4039 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 1,961
注射薬 2391400A4047 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＢＸ」 シオノケミカル 2,400
注射薬 2391400A4055 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 2,400
注射薬 2391400A4071 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＮＫ」 沢井製薬 3,193
注射薬 2391400A4080 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「アイロム」 アイロム製薬 1,961
注射薬 2391400A4098 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ケミファ」 日医工ファーマ 3,470
注射薬 2391400A4101 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 2,661
注射薬 2391400A4110 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 2,661
注射薬 2391400A4128 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「日医工」 日医工 3,470
注射薬 2391400A4144 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 2,661
注射薬 2391400A4152 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 2,400
注射薬 2391400A4160 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 1,961
注射薬 2391400A4179 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
3,193

注射薬 2391400G1032 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「ＡＦ
Ｐ」

大興製薬 1,961

注射薬 2391400G1040 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「ＢＸ」 シオノケミカル 3,193

注射薬 2391400G1067 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「ＮＫ」 高田製薬 2,421

注射薬 2391400G1075 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「サワ
イ」

沢井製薬 3,193

注射薬 2391400G1083 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 2,661

注射薬 2391400G1091 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「アイロ
ム」

アイロム製薬 1,961

注射薬 2391400G1105 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「ケミ
ファ」

日医工ファーマ 3,470

注射薬 2391400G1113 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「日医
工」

日医工 3,470

注射薬 2391400G1121 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

2,421

注射薬 2391400G1148 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍ
Ｌ「マイラン」

マイラン製薬 2,661

注射薬 2391400G1156 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍ
Ｌ「ＨＫ」

光製薬 2,421

注射薬 2391400G2020 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１筒 グラニセトロン静注液３ｍｇシリンジ「ＮＫ」 沢井製薬 3,193

注射薬 2391400G2039 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１筒 グラニセトロン静注液３ｍｇシリンジ「サワイ」 メディサ新薬 2,413

注射薬 2391400G3027 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１筒 グラニセトロン静注液１ｍｇシリンジ「ＮＫ」 沢井製薬 1,610

注射薬 2391400G3035 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１筒 グラニセトロン静注液１ｍｇシリンジ「サワイ」 メディサ新薬 1,429

注射薬 2391400G4031 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５０ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 2,421
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注射薬 2391400G4040 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５０ｍＬ
「マイラン」

マイラン製薬 2,661

注射薬 2391401A1034 オンダンセトロン塩酸塩水和
物

４ｍｇ２ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液４ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 2,349

注射薬 2391401A1042 オンダンセトロン塩酸塩水和
物

４ｍｇ２ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 2,987

注射薬 2391401A1050 オンダンセトロン塩酸塩水和
物

４ｍｇ２ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液４ｍｇ「サンド」 サンド 2,692

注射薬 2391401A2030 オンダンセトロン塩酸塩水和
物

２ｍｇ１ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液２ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 1,627

注射薬 2391401A2049 オンダンセトロン塩酸塩水和
物

２ｍｇ１ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 2,285

注射薬 2391401A2057 オンダンセトロン塩酸塩水和
物

２ｍｇ１ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液２ｍｇ「サンド」 サンド 1,627

注射薬 2391401G1029 オンダンセトロン塩酸塩水和
物

４ｍｇ２ｍＬ１筒 オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「ＨＫ」 光製薬 4,063

注射薬 2391401G1037 オンダンセトロン塩酸塩水和
物

４ｍｇ２ｍＬ１筒 オンダンセトロン注シリンジ４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 3,667

注射薬 2391402A1047 アザセトロン塩酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１管 アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 3,843
注射薬 2391402A1055 アザセトロン塩酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１管 アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 3,843

注射薬 2391403A1033 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ラモセトロン塩酸塩注射液０．３ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

高田製薬 2,931

注射薬 2391403A1041 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 3,343
注射薬 2391403A1050 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ラモセトロン塩酸塩注射液０．３ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 2,931

注射薬 2391403A1068 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 2,931

注射薬 2391403G1028 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１筒 ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇシリンジ
「サンド」

サンド 3,710

注射薬 2391403G1036 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１筒 ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 3,710

注射薬 2399401A1091 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 ペラプリン注１０ｍｇ 大洋薬品工業 56
注射薬 2399401A1105 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 エリーテン注１０ｍｇ／２ｍＬ 高田製薬 56
注射薬 2399401A1113 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 テルペラン注射液１０ｍｇ あすか製薬 56
注射薬 2399401A1121 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 ネオプラミール注射液１０ｍｇ ナガセ医薬品 56
注射薬 2399401G1027 メトクロプラミド １０ｍｇ２ｍＬ１筒 ペラプリン注シリンジ１０ｍｇ 大洋薬品工業 150
注射薬 2412402A3025 ソマトロピン（遺伝子組換

え）
５ｍｇ１筒 ソマトロピンＢＳ皮下注５ｍｇ「サンド」 サンド 31,096

注射薬 2412402A4021 ソマトロピン（遺伝子組換
え）

１０ｍｇ１筒 ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」 サンド 54,649

注射薬 2413400D1086 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１瓶（溶解液
付）

ＨＭＧ注射用７５ＩＵ「フェリング」 フェリング・ファー
マ

1,132

注射薬 2413400D3097 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ注テイゾー７５ あすか製薬 1,655

注射薬 2413400D3100 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ「コーワ」７５注用 興和 1,585

注射薬 2413400D3119 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ筋注用７５単位「Ｆ」 富士製薬工業 1,186

注射薬 2413400D4077 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ注テイゾー１５０ あすか製薬 2,448

注射薬 2413400D4085 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ「コーワ」１５０注用 興和 2,268

注射薬 2413400D4093 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 富士製薬工業 1,460

注射薬 2413400D5030 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１００単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ「コーワ」１００注用 興和 1,971

注射薬 2413403A1040 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

フォリルモンＰ注７５ 富士製薬工業 1,501

注射薬 2413403A1059 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

ゴナピュール注用７５ あすか製薬 1,501

注射薬 2413403D1020 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解液
付）

フォリルモンＰ注１５０ 富士製薬工業 1,809

注射薬 2413403D1039 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解液
付）

ゴナピュール注用１５０ あすか製薬 1,809

注射薬 2443400B1050 ナンドロロンデカン酸エステ
ル

２５ｍｇ１管 デカ・デュラミン筋注２５ｍｇ 富士製薬工業        414

注射薬 2443400B2048 ナンドロロンデカン酸エステ
ル

５０ｍｇ１管 デカ・デュラミン筋注５０ｍｇ 富士製薬工業 656

注射薬 2451402G1040 アドレナリン ０．１％１ｍＬ１筒 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 テルモ 166
注射薬 2452400D1092 ヒドロコルチゾンコハク酸エ

ステルナトリウム
１００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サクシゾン注射用１００ｍｇ 興和 309

注射薬 2452400D4032 ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

３００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サクシゾン注射用３００ｍｇ 興和 932

注射薬 2452400D6078 ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サクシゾン静注用５００ｍｇ 興和 1,235

注射薬 2452400D7058 ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） サクシゾン静注用１０００ｍｇ 興和 2,475

注射薬 2452402A1087 ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルナトリウム

１００ｍｇ２ｍＬ１管 クレイトン静注液１００ｍｇ エール薬品 211

注射薬 2452402A5104 ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルナトリウム

５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 クレイトン静注液５００ｍｇ エール薬品 768

注射薬 2454401A2024 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

２ｍｇ１管 メサドロン注２ｍｇ 小林化工 57

注射薬 2454401A3020 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

３ｍｇ１管 メサドロン注３ｍｇ 小林化工 60

注射薬 2454404A1080 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

２ｍｇ１管 リノロサール注射液２ｍｇ（０．４％） わかもと製薬 69

注射薬 2454404A1099 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

２ｍｇ１管 ハイコート注２ｍｇ（０．４％） 富士製薬工業 56

注射薬 2454404A2087 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

４ｍｇ１管 リノロサール注射液４ｍｇ（０．４％） わかもと製薬 101

注射薬 2454404A2095 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

４ｍｇ１管 ハイコート注４ｍｇ（０．４％） 富士製薬工業 88

注射薬 2454404A3016 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

２０ｍｇ１管 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム２０ｍｇ
注射液

266

注射薬 2454404A3083 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

２０ｍｇ１管 リノロサール注射液２０ｍｇ（０．４％） わかもと製薬 495

注射薬 2454405A9060 デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ソルコート静注液１００ｍｇ 富士製薬工業 2,433
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注射薬 2454405H1032 デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

１．６５ｍｇ０．５ｍＬ
１管

デキサート注射液１．６５ｍｇ 富士製薬工業 56

注射薬 2454405H3035 デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

３．３ｍｇ１ｍＬ１管 デキサート注射液３．３ｍｇ 富士製薬工業 98

注射薬 2454405H5038 デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶 デキサート注射液６．６ｍｇ 富士製薬工業 189

注射薬 2456400D1040 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用プリドール４０ エール薬品 205

注射薬 2456400D1059 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用ソル・メルコート４０ 富士製薬工業 205

注射薬 2456400D1075 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射
用４０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 106

注射薬 2456400D2047 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用プリドール１２５ エール薬品 313

注射薬 2456400D2071 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用ソル・メルコート１２５ 富士製薬工業 401

注射薬 2456400D2080 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

デカコート注射用１２５ｍｇ 沢井製薬 313

注射薬 2456400D2101 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

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」

沢井製薬 313

注射薬 2456400D3043 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用プリドール５００ エール薬品 1,054

注射薬 2456400D3078 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用ソル・メルコート５００ 富士製薬工業 1,212

注射薬 2456400D3086 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

デカコート注射用５００ｍｇ 沢井製薬 1,054

注射薬 2456400D3108 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

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」

沢井製薬 1,054

注射薬 2456400D4040 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） 注射用プリドール１０００ エール薬品 2,116

注射薬 2456400D4066 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） 注射用ソル・メルコート１，０００ 富士製薬工業 2,116

注射薬 2456400D4082 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） 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」

沢井製薬 1,942

注射薬 2459400D2057 プラステロン硫酸エステルナ
トリウム水和物

２００ｍｇ１瓶 レボスパ静注用２００ｍｇ イセイ 750

注射薬 2477400A2067 ヒドロキシプロゲステロンカ
プロン酸エステル

１２５ｍｇ１管 プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ 富士製薬工業 126

注射薬 2481402A1020 テストステロンエナント酸エ
ステル・エストラジオール吉
草酸エステル

１ｍＬ１管 ダイホルモン・デポー注 持田製薬 378

注射薬 2499401A2085 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 プロスモン注１０００μｇ 富士製薬工業 280
注射薬 2499401A3073 ジノプロスト ２ｍｇ２ｍＬ１管 プロスモン注２０００μｇ 富士製薬工業 540
注射薬 2511400A1048 ヘキサミン ４０％５ｍＬ１管 ヘキサミン静注液２ｇ「ニッシン」 日新製薬（山形） 124
注射薬 2531401A1118 メチルエルゴメトリンマレイ

ン酸塩
０．０２％１ｍＬ１管 パルタンＭ注０．２ｍｇ 持田製薬 54

注射薬 2531401A1126 メチルエルゴメトリンマレイ
ン酸塩

０．０２％１ｍＬ１管 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注０．２ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 54

注射薬 2531401A1134 メチルエルゴメトリンマレイ
ン酸塩

０．０２％１ｍＬ１管 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注０．２ｍｇ
「イセイ」

イセイ 54

注射薬 2531401A1142 メチルエルゴメトリンマレイ
ン酸塩

０．０２％１ｍＬ１管 メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 あすか製薬 62

注射薬 2590402A1016 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩１％５ｍＬ注射液 179
注射薬 2590402A1172 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドール点滴静注５０ｍｇ アイロム製薬 376
注射薬 2590402A1180 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ウテメナール点滴静注液５０ｍｇ エール薬品 242
注射薬 2590402A1199 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ウテロン点滴静注液５０ｍｇ サンド 242
注射薬 2590402A1202 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン点滴静注５０ｍｇ「ＰＰ」 ポーラファルマ 242
注射薬 2590402A1210 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リメトラーク点滴静注液５０ｍｇ 富士製薬工業 376
注射薬 2590402A1229 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ルテオニン点滴静注用５０ｍｇ あすか製薬 834
注射薬 2590402A1245 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ウテロトップ点滴静注液５０ｍｇ 共立製薬 242
注射薬 3121400G1023 チアミン塩化物塩酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ１筒 塩酸Ｂ１注１０ｍｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 201
注射薬 3122401A2037 フルスルチアミン塩酸塩 １０ｍｇ１管 ビタファント注１０ 東和薬品 50
注射薬 3122401A3041 フルスルチアミン塩酸塩 ２５ｍｇ１０ｍＬ１管 ビタファント注２５ 東和薬品 54
注射薬 3122401A4056 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 ビタファント注５０ 東和薬品 56
注射薬 3122401A4099 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 ダイヤビタン注５０ｍｇ ニプロファーマ 56
注射薬 3122401A4102 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 フルメチ静注５０ｍｇ 日医工 56
注射薬 3122401A4110 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 フルスルチアミン注射液５０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
56

注射薬 3122401A4129 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 エスアリネート注５０ｍｇ 日新製薬（山形） 56
注射薬 3122402A2120 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１管 チアデラ注１０ｍｇ 東和薬品 50
注射薬 3122402A2147 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１管 ビーカップ注１０ｍｇ イセイ 50
注射薬 3122402A3070 チアミンジスルフィド ２５ｍｇ１０ｍＬ１管 チアデラ静注２５ｍｇ 東和薬品 54
注射薬 3122402A4026 チアミンジスルフィド ５０ｍｇ１管 プラチアミン５０注射液 宇治製薬 56
注射薬 3122402A5154 チアミンジスルフィド ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 チアデラ静注５０ｍｇ 東和薬品 56
注射薬 3122402A5170 チアミンジスルフィド ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 ビーカップ静注５０ｍｇ イセイ 56
注射薬 3123400D5051 コカルボキシラーゼ ２５ｍｇ１管（溶解液

付）
プロフィット注射用２５ｍｇ イセイ 56

注射薬 3123400D8140 コカルボキシラーゼ ５０ｍｇ１管（溶解液
付）

プロフィット注射用５０ｍｇ イセイ 56

注射薬 3131400A3046 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

５ｍｇ１管 ＦＡＤ注射液（５ｍｇ）″フソー″ 扶桑薬品工業 57

注射薬 3131400A3119 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

５ｍｇ１管 フラッド注－５ 大鵬薬品工業 56

注射薬 3131400A4085 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１０ｍｇ１管 ＦＡＤ注１０ｍｇ（ツルハラ） 鶴原製薬 56

注射薬 3131400A4166 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１０ｍｇ１管 フラッド注－１０ 大鵬薬品工業 56

注射薬 3131400A4255 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１０ｍｇ１管 フラジレン注１０ｍｇ イセイ 56

注射薬 3131400A5065 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

２０ｍｇ１管 ＦＡＤ注２０ｍｇ（ツルハラ） 鶴原製薬 56

注射薬 3131400A5120 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

２０ｍｇ１管 フラッド注－２０ 大鵬薬品工業 56

注射薬 3131400A5200 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

２０ｍｇ１管 ヒシデニン注２０ｍｇ ニプロファーマ 56

注射薬 3131400A5219 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

２０ｍｇ１管 フラジレン注２０ｍｇ イセイ 56

注射薬 3131400A7025 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

３０ｍｇ１管 フラッド注－３０ 大鵬薬品工業 56
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注射薬 3133400A3024 パンテチン ２００ｍｇ１管 デルモリチン注１０％ イセイ 56
注射薬 3133400A3067 パンテチン ２００ｍｇ１管 パンテチン注１０％「小林」 アイロム製薬 56
注射薬 3133401A1050 パンテノール １００ｍｇ１管 パンテニール注１００ｍｇ アイロム製薬 56
注射薬 3133401A2049 パンテノール ２５０ｍｇ１管 パンテニール注２５０ｍｇ アイロム製薬 56
注射薬 3133401A3053 パンテノール ５００ｍｇ１管 パンテニール注５００ｍｇ アイロム製薬 56
注射薬 3134402A1206 ピリドキサールリン酸エステ

ル水和物
１０ｍｇ１管 ハイピリドキシン注１０ｍｇ アイロム製薬 56

注射薬 3134402A2059 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

３０ｍｇ１管 ハイミタン注３０ キョーリンリメディ
オ

50

注射薬 3134402A2202 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

３０ｍｇ１管 ビタゼックス注３０ｍｇ 東和薬品 56

注射薬 3136400A1066 コバマミド ０．５ｍｇ１管 コバマミド注０．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 50
注射薬 3136400A2054 コバマミド １ｍｇ１管 コバマミド注１ｍｇ「イセイ」 イセイ 50
注射薬 3136401A1206 ヒドロキソコバラミン酢酸塩 １ｍｇ１管 ヒドロキソコバラミン注１０００μｇ「イセイ」 イセイ 56

注射薬 3136403A1167 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 ハイトコバミンＭ注５００μｇ ニプロファーマ 56
注射薬 3136403A1175 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 ローミス注５００μｇ 東和薬品 56
注射薬 3136403A1183 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 コメスゲン注射液５００μｇ 辰巳化学 56
注射薬 3136403A1205 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 ビーコバＭ注５００μｇ 原沢製薬工業 56
注射薬 3136403A1213 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 イセコバミン注５００μｇ イセイ 56
注射薬 3136403G1020 メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒 ハイトコバミンＭ注５００μｇシリンジ ニプロファーマ 164
注射薬 3140401A1020 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管 ビタミンＣ注１０％ＰＢ 日新製薬（山形） 56
注射薬 3140401A2027 アスコルビン酸 １ｇ１管 ビタミンＣ注１０％ＰＢ 日新製薬（山形） 56
注射薬 3140401A3023 アスコルビン酸 ２ｇ１管 ビタミンＣ注１０％ＰＢ 日新製薬（山形） 56
注射薬 3140500A2020 アスコルビン酸・Ｌ－システ

イン
２０ｍＬ１管 クリストファン注 日新製薬（山形） 56

注射薬 3160400A1150 フィトナジオン １０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注１０ｍｇ イセイ 54
注射薬 3160400A2106 フィトナジオン ３０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注３０ｍｇ イセイ 56
注射薬 3160400A3080 フィトナジオン ５０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注５０ｍｇ イセイ 56
注射薬 3172400A1046 チアミン・アスコルビン酸配

合剤
５ｍＬ１管 プレビタＳ注射液 扶桑薬品工業 58

注射薬 3172400A1062 チアミン・アスコルビン酸配
合剤

５ｍＬ１管 サブビタン静注 アイロム製薬 56

注射薬 3179504A1035 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 コンベルビー注 アイロム製薬 57

注射薬 3179504A1051 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ジアイナミックス注射液 鶴原製薬 56

注射薬 3179504A1086 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 トライビー注 小林化工 56

注射薬 3179504A1094 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ナイロジン注 イセイ 56

注射薬 3179504A1124 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ノルニチカミン注 日新製薬（山形） 56

注射薬 3179504A1132 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ビースリミン注 シオノケミカル 56

注射薬 3179504A1175 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 リメファー３Ｂ注射液 東和薬品 56

注射薬 3179504A1183 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ビタルファ注射液 大洋薬品工業 56

注射薬 3179515F1030 高カロリー輸液用総合ビタミ
ン剤

１瓶 ダイメジン・マルチ注 日医工 136

注射薬 3179517G1035 高カロリー輸液用総合ビタミ
ン剤

２筒１キット ビタジェクト注キット テルモ 295

注射薬 3229401A1088 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
管

イセパラＫ注１７．１２％ イセイ 56

注射薬 3229401A1118 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
管

エルスプリー注１０ｍＥｑ 東和薬品 56

注射薬 3229401A1126 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
管

アルモカリン注１０ｍＥｑ 日新製薬（山形） 56

注射薬 3229401A1134 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
管

Ｌ－アスパラギン酸Ｋ点滴静注液１０ｍＥｑ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 56

注射薬 3229401G1021 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
キット

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テ
ルモ」

テルモ 192

注射薬 3229501A1043 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１管 ボルビックス注 富士薬品 124

注射薬 3229501A1060 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１管 メドレニック注 大洋薬品工業 63

注射薬 3229501A1078 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１管 ミネラミック注 東和薬品 109

注射薬 3229501A1086 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１管 シザナリンＮ注 日新製薬（山形） 63

注射薬 3229501G1046 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１筒 メドレニック注シリンジ 大洋薬品工業 252

注射薬 3229501G1062 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１筒 ミネリック－５注シリンジ ニプロファーマ 191

注射薬 3229501G1070 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１筒 エレジェクト注シリンジ テルモ 209

注射薬 3229502A1056 塩化第二鉄・硫酸亜鉛水和物
配合剤

２ｍＬ１管 ボルビサール注 富士薬品 154

注射薬 3229502G2020 塩化第二鉄・硫酸亜鉛水和物
配合剤

２ｍＬ１筒 ミネリック－４注シリンジ ニプロファーマ 271

注射薬 3231400G3028 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット ５％糖液キットＨ ニプロファーマ 200
注射薬 3231400G4024 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キット ５％糖液キットＨ ニプロファーマ 205
注射薬 3231400G6035 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キット テルモ糖注ＴＫ テルモ 176
注射薬 3231400G9034 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 テルモ 125
注射薬 3231400P1025 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１筒 ５％糖注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 176
注射薬 3231400P2021 ブドウ糖 １０％２０ｍＬ１筒 １０％糖注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 168
注射薬 3231400P3028 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１筒 ２０％糖注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 178
注射薬 3231400P4032 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キット 大塚糖液５％２ポート１００ｍＬ 大塚製薬工場 190
注射薬 3231400P6027 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット 大塚糖液５％２ポート５０ｍＬ 大塚製薬工場 190
注射薬 3231400P7023 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット テルモ糖注ＴＫ テルモ 176
注射薬 3233400A4069 マルトース水和物 １０％５００ｍＬ１袋 マルトースＭＬ輸液１０％ テルモ 199
注射薬 3233400A5030 マルトース水和物 １０％２００ｍＬ１瓶 マドロス輸液１０％ 扶桑薬品工業 208
注射薬 3233400A7033 マルトース水和物 １０％２００ｍＬ１袋 マドロス輸液１０％ 扶桑薬品工業 208
注射薬 3234401G1021 キシリトール ２０％２０ｍＬ１筒 ２０％キシリトール注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 197
注射薬 3239512X1040 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 カロナリーＬ輸液 扶桑薬品工業 280
注射薬 3239512X2047 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 カロナリーＬ輸液 扶桑薬品工業 543
注射薬 3239513X1045 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 カロナリーＭ輸液 扶桑薬品工業 286
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注射薬 3239513X2041 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 カロナリーＭ輸液 扶桑薬品工業 504
注射薬 3239514X1040 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 カロナリーＨ輸液 扶桑薬品工業 353
注射薬 3239514X2046 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 カロナリーＨ輸液 扶桑薬品工業 686
注射薬 3253401A6034 高カロリー輸液用総合アミノ

酸製剤
（１０％）２０ｍＬ１管 ハイ・プレアミン注－１０％ 扶桑薬品工業 57

注射薬 3253404A3047 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 ヒカリレバン注 光製薬 343
注射薬 3253404A3063 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 テルモ 343
注射薬 3253404A4043 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 ヒカリレバン注 光製薬 687
注射薬 3253404A4060 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 テルモ 687
注射薬 3259513A1037 総合アミノ酸製剤（キシリ

トール加）
５００ｍＬ１瓶 バリアミンＸ輸液 マイラン製薬 299

注射薬 3259518G1059 アミノ酸・糖・電解質 ５００ｍＬ１キット ツインパル輸液 味の素製薬 444
注射薬 3259518G2055 アミノ酸・糖・電解質 １Ｌ１キット ツインパル輸液 味の素製薬 578
注射薬 3259600A1020 胎盤絨毛分解物 ２ｍＬ１管 メルスモン メルスモン製薬 191
注射薬 3259601A1024 胎盤加水分解物 ２ｍＬ１管 ラエンネック 日本生物製剤 181
注射薬 3262400A1100 肝臓エキス・フラビンアデニ

ンジヌクレオチド
１ｍＬ１管 リバレス注 日医工 56

注射薬 3262400A1126 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 レバサルト注 東和薬品 62

注射薬 3262400A1134 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 ベマカスト注 日新製薬（山形） 57

注射薬 3262400A1169 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 アスルダム注１ｍＬ ニプロファーマ 57

注射薬 3262400A1185 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 アセラート注射液１ｍＬ 沢井製薬 84

注射薬 3262400A1193 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 エフエーミック注１ｍＬ 鶴原製薬 56

注射薬 3262400A2092 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 リバレス注 日医工 81

注射薬 3262400A2114 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 レバサルト注 東和薬品 74

注射薬 3262400A2122 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 ベマカスト注 日新製薬（山形） 81

注射薬 3262400A2157 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 アスルダム注２ｍＬ ニプロファーマ 85

注射薬 3262400A2173 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 アセラート注射液２ｍＬ 沢井製薬 100

注射薬 3262400A2181 肝臓エキス・フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 エフエーミック注２ｍＬ 鶴原製薬 81

注射薬 3299502A2049 ダイズ油 １００ｍＬ１袋 イントラリピッド輸液１０％ フレゼニウスカービ
ジャパン

406

注射薬 3299504A4032 ダイズ油 ２５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液１０％ 大塚製薬工場 673
注射薬 3299505A4045 ダイズ油 ２０％１００ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 大塚製薬工場 533
注射薬 3299505A4053 ダイズ油 １００ｍＬ１袋 イントラリピッド輸液２０％ フレゼニウスカービ

ジャパン
476

注射薬 3299505A5041 ダイズ油 ２０％２５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 大塚製薬工場 1,041
注射薬 3299505A5050 ダイズ油 ２５０ｍＬ１袋 イントラリピッド輸液２０％ フレゼニウスカービ

ジャパン
937

注射薬 3299505A6030 ダイズ油 ２０％５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 大塚製薬工場 445
注射薬 3311402G2023 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 生食溶解液キットＨ ニプロファーマ 175
注射薬 3311402G4026 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 生食溶解液キットＨ ニプロファーマ 175
注射薬 3311402G5049 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 生食注キット「フソー」 扶桑薬品工業 164
注射薬 3311402G6037 生理食塩液 １００ｍＬ１キット テルモ生食ＴＫ テルモ 164
注射薬 3311402G7025 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 150
注射薬 3311402G7050 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 大塚製薬工場 118
注射薬 3311402G7068 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＳＮ」１０ｍＬ シオノケミカル 141
注射薬 3311402G7076 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「タイヨー」１０ｍＬ 大洋薬品工業 131
注射薬 3311402G7084 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ テルモ 118
注射薬 3311402G8021 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 162
注射薬 3311402G8056 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ 大塚製薬工場 123
注射薬 3311402G8064 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＳＮ」２０ｍＬ シオノケミカル 153
注射薬 3311402G8072 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「タイヨー」２０ｍＬ 大洋薬品工業 133
注射薬 3311402G8080 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「テルモ」２０ｍＬ テルモ 123
注射薬 3311402G9036 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 大塚生食注２ポート１００ｍＬ 大塚製薬工場 185
注射薬 3311402P2040 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ 大塚製薬工場 116
注射薬 3311402P2058 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＳＮ」５ｍＬ シオノケミカル 134
注射薬 3311402P2066 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 127
注射薬 3311402P2074 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「タイヨー」５ｍＬ 大洋薬品工業 127
注射薬 3311402P2082 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「テルモ」５ｍＬ テルモ 116
注射薬 3311402P3020 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 大塚生食注２ポート５０ｍＬ 大塚製薬工場 191
注射薬 3311402P4026 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 生食注キット「フソー」 扶桑薬品工業 164
注射薬 3311402P5022 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット テルモ生食ＴＫ テルモ 164
注射薬 3311403G1021 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒 １０％食塩注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 165
注射薬 3311403G1030 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒 １０％食塩注シリンジ「タイヨー」 大洋薬品工業 142
注射薬 3319400A2046 ヒドロキシエチルデンプン ６％５００ｍＬ１袋 サリンヘス輸液６％ フレゼニウスカービ

ジャパン
837

注射薬 3319401A1036 塩化アンモニウム ５モル２０ｍＬ１管 コンクライトＡ液５ｍＥｑ／ｍＬ ニプロファーマ 56
注射薬 3319401A1044 塩化アンモニウム ５モル２０ｍＬ１管 塩化アンモニウム補正液５ｍＥｑ／ｍＬ 大塚製薬工場 56
注射薬 3319402G3028 塩化カリウム １モル１０ｍＬ１キット ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 190
注射薬 3319402G4024 塩化カリウム １モル２０ｍＬ１キット ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 190
注射薬 3319403G1038 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒 塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 テルモ 127
注射薬 3319403G2034 塩化ナトリウム １モル２０ｍＬ１筒 塩化ナトリウム注１モルシリンジ「テルモ」 テルモ 126
注射薬 3319406G2020 リン酸二カリウム ０．５モル２０ｍＬ１

キット
リン酸２カリウム注２０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 189

注射薬 3319500A1099 開始液 ２００ｍＬ１瓶 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 130
注射薬 3319500A2109 開始液 ５００ｍＬ１瓶 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 136
注射薬 3319500A3059 開始液 ５００ｍＬ１袋 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 136
注射薬 3319500A3067 開始液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 テルモ 136
注射薬 3319500A4039 開始液 １Ｌ１瓶 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 252
注射薬 3319500A5051 開始液 ２００ｍＬ１袋 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 130
注射薬 3319500A5060 開始液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 テルモ 130
注射薬 3319501A3053 開始液 ５００ｍＬ１袋 デノサリン１輸液 テルモ 130
注射薬 3319501A4050 開始液 ２００ｍＬ１袋 デノサリン１輸液 テルモ 130
注射薬 3319505A2020 デキストラン４０・ブドウ糖 ５００ｍＬ１袋 ※ 低分子デキストラン糖注（大塚製薬工場） 大塚製薬工場 860
注射薬 3319506A3030 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３ＰＧ輸液 テルモ 126
注射薬 3319510A3087 維持液 ５００ｍＬ１瓶 ハルトマン－Ｇ３号輸液 アイロム製薬 126
注射薬 3319510A4075 維持液 ５００ｍＬ１袋 ヒシナルク３号輸液 ニプロファーマ 126
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注射薬 3319510A4083 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 126
注射薬 3319510A4091 維持液 ５００ｍＬ１袋 ユエキンキープ輸液 光製薬 126
注射薬 3319510A5080 維持液 ２００ｍＬ１袋 ヒシナルク３号輸液 ニプロファーマ 123
注射薬 3319510A5098 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 123
注射薬 3319510A5101 維持液 ２００ｍＬ１袋 ハルトマン－Ｇ３号輸液 アイロム製薬 123
注射薬 3319510A5110 維持液 ２００ｍＬ１袋 ユエキンキープ輸液 光製薬 123
注射薬 3319510A7031 維持液 １Ｌ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 167
注射薬 3319511A4037 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 テルモ 128
注射薬 3319511A5033 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 テルモ 125
注射薬 3319513A3072 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３輸液 テルモ 137
注射薬 3319513A4079 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３輸液 テルモ 131
注射薬 3319514A4022 維持液 ２００ｍＬ１袋 フルクトラクト注 大塚製薬工場 138
注射薬 3319514A5029 維持液 ５００ｍＬ１袋 フルクトラクト注 大塚製薬工場 180
注射薬 3319516A1049 維持液 ５００ｍＬ１瓶 アステマリン３号ＭＧ輸液 マイラン製薬 178
注射薬 3319523A3050 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム６輸液 テルモ 135
注射薬 3319523A4030 術後回復液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム６輸液 テルモ 131
注射薬 3319529A2042 脱水補給液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム２輸液 テルモ 124
注射薬 3319529A3030 脱水補給液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム２輸液 テルモ 109
注射薬 3319534A3066 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ハルトマン液「コバヤシ」 アイロム製薬 155
注射薬 3319534A4135 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン液－「ＨＤ」 ニプロファーマ 155
注射薬 3319534A4143 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 ニプロファーマ 155
注射薬 3319534A4160 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルラクト輸液 テルモ 155
注射薬 3319534A6111 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 ニプロファーマ 273
注射薬 3319534A6120 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ソルラクト輸液 テルモ 273
注射薬 3319534A8041 乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 ソルラクト輸液 テルモ 133
注射薬 3319535A1025 ソルビトール加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 扶桑薬品工業 137
注射薬 3319535A4075 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ニソリ・Ｓ注 マイラン製薬 142
注射薬 3319535A4113 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 扶桑薬品工業 142
注射薬 3319535A5055 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 扶桑薬品工業 142
注射薬 3319535A5071 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルラクトＳ輸液 テルモ 142
注射薬 3319535A5080 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ラクテックＧ輸液 大塚製薬工場 142
注射薬 3319535A7040 ソルビトール加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 ソルラクトＳ輸液 テルモ 137
注射薬 3319535A7058 ソルビトール加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 ラクテックＧ輸液 大塚製薬工場 137
注射薬 3319535A8038 ソルビトール加乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ラクテックＧ輸液 大塚製薬工場 295
注射薬 3319535A9026 ソルビトール加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 扶桑薬品工業 137
注射薬 3319537A1075 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ハルトマンＤ液「小林」 アイロム製薬 157
注射薬 3319537A2047 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルラクトＤ輸液 テルモ 157
注射薬 3319537A2055 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ラクテックＤ輸液 大塚製薬工場 157
注射薬 3319537A3035 ブドウ糖加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 ソルラクトＤ輸液 テルモ 137
注射薬 3319538A7027 マルトース加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 扶桑薬品工業 157
注射薬 3319538A8023 マルトース加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 扶桑薬品工業 157
注射薬 3319550A2026 酢酸維持液 ３００ｍＬ１瓶 ペンライブ注 マイラン製薬 179
注射薬 3319550A9039 酢酸維持液 ３００ｍＬ１袋 ペンライブ注 マイラン製薬 179
注射薬 3319551A1059 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１瓶 ペロール注 マイラン製薬 180
注射薬 3319551A5038 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 ソルアセトＤ輸液 テルモ 180
注射薬 3319551A7022 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１袋 ソリューゲンＧ注 アイロム製薬 180
注射薬 3319551A7049 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１袋 ペロール注 マイラン製薬 180
注射薬 3319551A8037 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 アクメイン注 光製薬 143
注射薬 3319551A8045 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 ソリューゲンＧ注 アイロム製薬 143
注射薬 3319551A8053 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 ソルアセトＤ輸液 テルモ 156
注射薬 3319553A2038 維持液 ５００ｍＬ１瓶 アステマリン３号輸液 マイラン製薬 141
注射薬 3319554A4043 デキストラン４０・乳酸リン

ゲル
５００ｍＬ１袋 サヴィオゾール輸液 大塚製薬工場 409

注射薬 3319555A1022 酢酸維持液 ２００ｍＬ１瓶 アルトフェッド注射液 扶桑薬品工業 193
注射薬 3319555A2029 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 アルトフェッド注射液 扶桑薬品工業 199
注射薬 3319555A3025 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 アルトフェッド注射液 扶桑薬品工業 199
注射薬 3319557A1030 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ソリューゲンＦ注 アイロム製薬 145
注射薬 3319557A2036 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルアセトＦ輸液 テルモ 145
注射薬 3319557A3040 酢酸リンゲル １Ｌ１袋 ソルアセトＦ輸液 テルモ 191
注射薬 3319560A1031 維持液（ブドウ糖加） ２５０ｍＬ１袋 グルアセト３５注 アイロム製薬 174
注射薬 3319560A3026 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 グルアセト３５注 アイロム製薬 179
注射薬 3319562A1049 酢酸維持液（ブドウ糖加） ２００ｍＬ１袋 アセトキープ３Ｇ注 アイロム製薬 132
注射薬 3319562A1057 酢酸維持液（ブドウ糖加） ２００ｍＬ１袋 アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 光製薬 132
注射薬 3319562A2037 酢酸維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 アセトキープ３Ｇ注 アイロム製薬 173
注射薬 3319562A3033 酢酸維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 光製薬 173
注射薬 3321401A1085 カルバゾクロムスルホン酸ナ

トリウム水和物
０．５％２ｍＬ１管 アーツェー筋注液１０ｍｇ 日医工ファーマ 50

注射薬 3321401A1093 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２ｍＬ１管 チチナ注１０ｍｇ 扶桑薬品工業 56

注射薬 3321401A2146 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 アーツェー注２５ｍｇ 日医工ファーマ 56

注射薬 3321401A2154 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 ラノビ静注２５ｍｇ イセイ 56

注射薬 3321401A2162 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 チチナ静注２５ｍｇ 扶桑薬品工業 56

注射薬 3321401A3150 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管 アーツェー注５０ｍｇ 日医工ファーマ 56

注射薬 3321401A3169 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管 ラノビ静注５０ｍｇ イセイ 56

注射薬 3321401A3177 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管 チチナ静注５０ｍｇ 扶桑薬品工業 56

注射薬 3321401A4190 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 アーツェー注１００ｍｇ 日医工ファーマ 56

注射薬 3321401A4203 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 ラノビ静注１００ｍｇ イセイ 56

注射薬 3321401A4211 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 アドカルＡＣ静注１００ｍｇ 日新製薬（山形） 56

注射薬 3321401A4220 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 アドナミン静注１００ｍｇ 東和薬品 56

注射薬 3321401A4238 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 チチナ静注１００ｍｇ 扶桑薬品工業 56

注射薬 3327401A1135 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 局 リカバリン注２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 58
注射薬 3327401A1151 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 ヘムロン注２５０ｍｇ／５ｍＬ 日新製薬（山形） 54
注射薬 3327401A2077 トラネキサム酸 １０％２．５ｍＬ１管 局 ラノビス注２５０ｍｇ イセイ 58
注射薬 3327401A4193 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 トランサボン注１ｇ ニプロファーマ 61
注射薬 3327401A4207 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 リカバリン注１０００ｍｇ 旭化成ファーマ 64
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注射薬 3327401A4231 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 68

注射薬 3327401A4240 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 ラノビス注１０００ｍｇ イセイ 64
注射薬 3327401A4258 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 ヘムロン注１０００ｍｇ／１０ｍＬ 日新製薬（山形） 58
注射薬 3327401G1022 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１筒 １０％トランサボン注シリンジ ニプロファーマ 166
注射薬 3331401A1022 クエン酸ナトリウム水和物 ４％２５０ｍＬ１袋 チトラミン液「フソー」－４％ 扶桑薬品工業 936
注射薬 3331401A2029 クエン酸ナトリウム水和物 ４％５００ｍＬ１袋 チトラミン液「フソー」－４％ 扶桑薬品工業 1,447
注射薬 3334400A3030 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１瓶 カプロシン皮下注２万単位／０．８ｍＬ 沢井製薬 733
注射薬 3334400A4037 ヘパリンカルシウム １０，０００単位１０ｍ

Ｌ１瓶
ヘパリンカルシウム注１万単位／１０ｍＬ「味の
素」

味の素製薬 375

注射薬 3334400A5033 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位２０ｍ
Ｌ１瓶

カプロシン注２万単位／２０ｍＬ 沢井製薬 607

注射薬 3334400A6048 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍ
Ｌ１瓶

ヘパリンカルシウム注５万単位／５０ｍＬ「味の
素」

味の素製薬 1,032

注射薬 3334400A6056 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍ
Ｌ１瓶

カプロシン注５万単位／５０ｍＬ 沢井製薬 1,325

注射薬 3334400A7036 ヘパリンカルシウム １００，０００単位１０
０ｍＬ１瓶

カプロシン注１０万単位／１００ｍＬ 沢井製薬 1,933

注射薬 3334400G1022 ヘパリンカルシウム ５，０００単位０．２ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬ
シリンジ「モチダ」

持田製薬 401

注射薬 3334402A1037 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１管

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ「フソー」
２０ｍＬ

扶桑薬品工業 103

注射薬 3334402A1053 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１管

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ「ＮＳ」２
０ｍＬ

日新製薬（山形） 110

注射薬 3334402A2025 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０ｍＬ
１管

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬ「フソー」
２０ｍＬ

扶桑薬品工業 95

注射薬 3334402A3021 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０ｍＬ
１管

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬ「フソー」
２０ｍＬ

扶桑薬品工業 101

注射薬 3334402G1064 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ
「オーツカ」５ｍＬ

大塚製薬工場 121

注射薬 3334402G1072 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 ペミロックヘパリンロック用１０単位／ｍＬシリ
ンジ５ｍＬ

大洋薬品工業 121

注射薬 3334402G1080 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 デリバデクスヘパリンロック用１０単位／ｍＬシ
リンジ５ｍＬ

シオノケミカル 121

注射薬 3334402G2079 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ
「オーツカ」１０ｍＬ

大塚製薬工場 121

注射薬 3334402G2087 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ１筒 ペミロックヘパリンロック用１０単位／ｍＬシリ
ンジ１０ｍＬ

大洋薬品工業 129

注射薬 3334402G2095 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ１筒 デリバデクスヘパリンロック用１０単位／ｍＬシ
リンジ１０ｍＬ

シオノケミカル 121

注射薬 3334402G3067 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ
「オーツカ」５ｍＬ

大塚製薬工場 146

注射薬 3334402G3075 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１筒 ペミロックヘパリンロック用１００単位／ｍＬシ
リンジ５ｍＬ

大洋薬品工業 146

注射薬 3334402G3083 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１筒 デリバデクスヘパリンロック用１００単位／ｍＬ
シリンジ５ｍＬ

シオノケミカル 140

注射薬 3334402G4071 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ
「オーツカ」１０ｍＬ

大塚製薬工場 161

注射薬 3334402G4080 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０ｍＬ
１筒

ペミロックヘパリンロック用１００単位／ｍＬシ
リンジ１０ｍＬ

大洋薬品工業 161

注射薬 3334402G4098 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０ｍＬ
１筒

デリバデクスヘパリンロック用１００単位／ｍＬ
シリンジ１０ｍＬ

シオノケミカル 140

注射薬 3334402G5043 ヘパリンナトリウム ５，０００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ１
０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロファーマ 223

注射薬 3334402G6031 ヘパリンナトリウム １０，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロファーマ 335

注射薬 3334402G8026 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ＡＴ」

大洋薬品工業 237

注射薬 3334402G8034 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 250

注射薬 3334402G8042 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパフィルド透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ

大塚製薬工場 193

注射薬 3334402P1021 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ＡＴ」

大洋薬品工業 262

注射薬 3334402P1030 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 260

注射薬 3334402P1048 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパフィルド透析用２００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ

大塚製薬工場 198

注射薬 3334402P2028 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパフィルド透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ

大塚製薬工場 202

注射薬 3334402P2036 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ＡＴ」

大洋薬品工業 292

注射薬 3334402P2044 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 260

注射薬 3334402P2052 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ニプロ」

ニプロファーマ 223

注射薬 3334402P3024 ヘパリンナトリウム ７，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用３５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 306

注射薬 3334402P4020 ヘパリンナトリウム ３，０００単位１２ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ１
２ｍＬ「ニプロ」

ニプロファーマ 196

注射薬 3334402P5027 ヘパリンナトリウム ４，０００単位１６ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ１
６ｍＬ「ニプロ」

ニプロファーマ 209

注射薬 3334403A1074 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１管

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「マ
イラン」

マイラン製薬 707

注射薬 3334403A1082 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１管

フレスバル静注５０００単位／５ｍＬ 日新製薬（山形） 757

注射薬 3334403A2119 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１瓶

リザルミン静注５０００単位／５ｍＬ ＩＬＳ 955

注射薬 3334403A2127 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５千単位／５ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 879

注射薬 3334403A2135 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 707

注射薬 3334403A2143 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「日
医工」

日医工 707

注射薬 3334403A2151 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「日
本臓器」

日本臓器製薬 674

注射薬 3334403A2178 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１瓶

ヘパグミン静注５０００単位／５ｍＬ 沢井製薬 757

注射薬 3334403A2186 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１瓶

ヘパクロン静注５０００単位／５ｍＬ エール薬品 635
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注射薬 3334403G1034 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位５ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注５千単位／５ｍＬシリンジ
「ＨＫ」

光製薬 952

注射薬 3334403G2022 ダルテパリンナトリウム ２，５００低分子ヘパリ
ン国際単位１０ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注２５００単位／１０ｍＬシ
リンジ「ニプロ」

ニプロファーマ 509

注射薬 3334403G3029 ダルテパリンナトリウム ３，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１２ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注３０００単位／１２ｍＬシ
リンジ「ニプロ」

ニプロファーマ 580

注射薬 3334403G4025 ダルテパリンナトリウム ４，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１６ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注４０００単位／１６ｍＬシ
リンジ「ニプロ」

ニプロファーマ 700

注射薬 3334403G5021 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位２０ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／２０ｍＬシ
リンジ「ニプロ」

ニプロファーマ 818

注射薬 3334404A1052 パルナパリンナトリウム ５，０００低分子量ヘパ
リン単位１瓶

ミニヘパ透析用５００単位／ｍＬバイアル１０ｍ
Ｌ

ＩＬＳ 982

注射薬 3334404G4020 パルナパリンナトリウム ２，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用１００単位／ｍＬシリンジ２０ｍ
Ｌ

扶桑薬品工業 549

注射薬 3334404G5026 パルナパリンナトリウム ３，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍ
Ｌ

扶桑薬品工業 739

注射薬 3334404G6022 パルナパリンナトリウム ４，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍ
Ｌ

扶桑薬品工業 940

注射薬 3410534G1031 人工透析液 １０１０ｍＬ１キット サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ ニプロファーマ 667
注射薬 3410534G2038 人工透析液 ２０２０ｍＬ１キット サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ ニプロファーマ 1,003
注射薬 3420409A5034 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ

付）
ステイセーフＣＡＰＤ－２／１．５ＤＩＳＣ フレゼニウス　メ

ディカル　ケア
ジャパン

793

注射薬 3420409A6081 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,327

注射薬 3420409A7088 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,620

注射薬 3420409A8068 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 スリープセーフ　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,900

注射薬 3420409A9064 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,740

注射薬 3420409H1053 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

921

注射薬 3420410A5037 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフＣＡＰＤ－２／２．５ＤＩＳＣ フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

744

注射薬 3420410A6084 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,322

注射薬 3420410A7080 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　２／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,575

注射薬 3420410A8060 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 スリープセーフ　２／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,967

注射薬 3420410A9067 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,742

注射薬 3420410H1056 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ステイセーフバランス　２／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

926

注射薬 3420411A4060 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ステイセーフバランス　２／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

887

注射薬 3420411A5031 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフＣＡＰＤ－２／４．２５ＤＩＳＣ フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

937

注射薬 3420411A6070 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,329

注射薬 3420411A7077 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　２／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,608

注射薬 3420411A8030 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 スリープセーフ　２／４．２５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

2,649

注射薬 3420419A6034 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフＣＡＰＤ／１．５ＤＩＳＣ フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,323

注射薬 3420419A7065 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,525

注射薬 3420419A8061 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　１／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,684

注射薬 3420419A9050 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,770

注射薬 3420419H1057 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 スリープセーフ　／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

2,492

注射薬 3420420A6037 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフＣＡＰＤ／２．５ＤＩＳＣ フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,345

注射薬 3420420A7068 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,458

注射薬 3420420A8064 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　１／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,740

注射薬 3420420A9052 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,741
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注射薬 3420420H1050 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 スリープセーフ　／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

2,556

注射薬 3420421A4047 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ステイセーフバランス　１／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

830

注射薬 3420421A6031 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフＣＡＰＤ／４．２５ＤＩＳＣ フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,357

注射薬 3420421A6058 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　１／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,247

注射薬 3420421A7054 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,436

注射薬 3420421A8050 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　１／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,663

注射薬 3420421A9030 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 スリープセーフ　／４．２５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

2,466

注射薬 3919502A1252 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ヒシファーゲンＣ注 ニプロファーマ 56

注射薬 3919502A1309 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 アミファーゲンＰ注２０ｍＬ ケミックス 56

注射薬 3919502A1333 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 グリベルチン静注液２０ｍＬ 大洋薬品工業 56

注射薬 3919502A1392 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 アスファーゲン静注２０ｍＬ 宇治製薬 56

注射薬 3919502G1034 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 ミノフィット注２０ｍＬシリンジ テルモ 191

注射薬 3919502G1042 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 グリベルチン注シリンジ２０ｍＬ 大洋薬品工業 151

注射薬 3919502G1050 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 ヒシファーゲンＣ静注２０ｍＬシリンジ ニプロファーマ 138

注射薬 3919502G2022 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

４０ｍＬ１筒 ミノフィット注４０ｍＬシリンジ テルモ 282

注射薬 3919502G2030 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

４０ｍＬ１筒 ヒシファーゲンＣ静注４０ｍＬシリンジ ニプロファーマ 239

注射薬 3922400D3110 グルタチオン ２００ｍｇ１管 グルタチオン注射用２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 56
注射薬 3929407D1039 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＢＴ」 バイオテックベイ 1,300
注射薬 3929407D1047 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 1,121
注射薬 3929407D1055 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 967
注射薬 3929407D1063 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＫ」 高田製薬 1,381
注射薬 3929407D1071 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1,381
注射薬 3929407D1080 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５「オーハラ」 大原薬品工業 967
注射薬 3929407D1098 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,451

注射薬 3929407D1101 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1,121

注射薬 3929407D1110 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,381

注射薬 3929407D1128 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「日医工」 日医工 1,451

注射薬 3929407D1136 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 ヤクルト本社 1,451

注射薬 3929407D1152 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム点滴静注用２５ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 1,121

注射薬 3929407D2035 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 高田製薬 5,007

注射薬 3929407D2043 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００「オーハラ」 大原薬品工業 3,587

注射薬 3929407D2051 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 4,244

注射薬 3929407D2060 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクル
ト」

ヤクルト本社 5,007

注射薬 3929407D2078 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 3,587

注射薬 3929407D2086 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 5,007

注射薬 3929407D2094 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5,007

注射薬 3929407D2116 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 4,244

注射薬 3929407D2124 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 日医工 5,718

注射薬 3929407D2132 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＢＴ」 バイオテックベイ 5,007

注射薬 3929407D2140 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 4,599

注射薬 3929407D2159 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム点滴静注用１００ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 4,244

注射薬 3929407D3023 レボホリナートカルシウム ５０ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用５０ｍｇ「日医工」 日医工 3,080

注射薬 3929407D4038 レボホリナートカルシウム １２５ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム点滴静注用１２５ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 5,829

注射薬 3991400A4095 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

１％２０ｍＬ１管 ガイシード注射液２００ｍｇ 日医工 58

注射薬 3991400A4109 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

１％２０ｍＬ１管 コンドナール注２００ｍｇ 東和薬品 61

注射薬 3991400A4117 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン注１％「マイラン」 マイラン製薬 61

注射薬 3991400A4125 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸ナトリウム注２００ｍｇ「ハ
ラサワ」

原沢製薬工業 58

注射薬 3991400A6071 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

２％１０ｍＬ１管 コンドロイチン注２％「マイラン」 マイラン製薬 60

注射薬 3991400A6080 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

２％１０ｍＬ１管 ホモック注２００ｍｇ イセイ 60

注射薬 3991400A6098 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

２％１０ｍＬ１管 コンドロイチン注２００ｍｇ「ウジ」 宇治製薬 56



区分
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成分名 規格 メーカー名 薬価品名

注射薬 3992400A1034 アデノシン三リン酸二ナトリ
ウム水和物

１０ｍｇ１管 アデシノンＰ注射液１０ｍｇ わかもと製薬 50

注射薬 3992400A1085 アデノシン三リン酸二ナトリ
ウム水和物

１０ｍｇ１管 ＡＴＰ注１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 50

注射薬 3992400A2022 アデノシン三リン酸二ナトリ
ウム水和物

２０ｍｇ１管 アデシノンＰ注射液２０ｍｇ わかもと製薬 50

注射薬 3992400A2090 アデノシン三リン酸二ナトリ
ウム水和物

２０ｍｇ１管 ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 イセイ 50

注射薬 3992400A2154 アデノシン三リン酸二ナトリ
ウム水和物

２０ｍｇ１管 アデノＰ注２０ｍｇ 小林化工 50

注射薬 3999401A1013 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エルカトニン４０エルカトニン単位１ｍＬ注射液 256

注射薬 3999401A1030 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

ラスカルトン注４０ 大洋薬品工業 281

注射薬 3999401A1137 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

アデビロック注４０ イセイ 256

注射薬 3999401A1145 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

オステトニン注４０ 富士製薬工業 256

注射薬 3999401A1188 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エカルトニン注４０ ニプロファーマ 281

注射薬 3999401A1196 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エリンダシン注４０単位 東菱薬品工業 256

注射薬 3999401A2010 エルカトニン １０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エルカトニン１０エルカトニン単位１ｍＬ注射液 72

注射薬 3999401A3016 エルカトニン ２０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エルカトニン２０エルカトニン単位１ｍＬ注射液 114

注射薬 3999401G1024 エルカトニン １０エルカトニン単位１
ｍＬ１筒

ラスカルトン１０ディスポ 大洋薬品工業 372

注射薬 3999403D1019 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ガベキサートメシル酸塩１００ｍｇ注射用 142
注射薬 3999403D1213 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 レミナロン注射用１００ｍｇ 高田製薬 257
注射薬 3999403D1248 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 アガリット静注用１００ｍｇ 日医工ファーマ 184
注射薬 3999403D1264 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用メクロセート１００ｍｇ イセイ 184
注射薬 3999403D1272 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用パナベート１００ エール薬品 184
注射薬 3999403D1280 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 184

注射薬 3999403D2015 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶 ガベキサートメシル酸塩５００ｍｇ注射用 561
注射薬 3999403D2031 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶 レミナロン注射用５００ｍｇ 高田製薬 1,154
注射薬 3999403D2066 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶 注射用パナベート５００ エール薬品 777
注射薬 3999407D1017 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩１０ｍｇ注射用 191
注射薬 3999407D1033 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ロナスタット１０ イセイ 310
注射薬 3999407D1050 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥＫ」 小林化工 344
注射薬 3999407D1068 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用パスロン１０ ニプロファーマ 252
注射薬 3999407D1076 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ナモスタット１０ｍｇ ポーラファルマ 310
注射薬 3999407D1114 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用オプサン１０ 三和化学研究所 310
注射薬 3999407D1122 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ブセロン１０ 沢井製薬 310
注射薬 3999407D1130 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用サメット１０ エール薬品 252
注射薬 3999407D1149 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ベラブ１０ｍｇ 東菱薬品工業 310
注射薬 3999407D1165 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ナファタット１０ 日医工 310
注射薬 3999407D1173 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ナファストン１０ 富士製薬工業 252
注射薬 3999407D1190 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１０ｍｇ 味の素製薬 436
注射薬 3999407D1211 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「Ｎ

ｉｋＰ」
日医工ファーマ 310

注射薬 3999407D2013 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩５０ｍｇ注射用 508
注射薬 3999407D2056 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥＫ」 小林化工 926
注射薬 3999407D2064 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用パスロン５０ ニプロファーマ 691
注射薬 3999407D2072 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用ナモスタット５０ｍｇ ポーラファルマ 645
注射薬 3999407D2110 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用オプサン５０ 三和化学研究所 691
注射薬 3999407D2145 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用ベラブ５０ｍｇ 東菱薬品工業 691
注射薬 3999407D2188 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用ストリーム５０ｍｇ 日医工ファーマ 691
注射薬 3999407D2200 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用５０ｍｇ 味の素製薬 1,148
注射薬 3999407D3028 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用ナオタミン１００ 旭化成ファーマ 1,162
注射薬 3999407D3044 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用ストリーム１００ｍｇ 日医工ファーマ 1,749
注射薬 3999407D3052 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用サメット１００ エール薬品 865
注射薬 3999407D3060 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用ブイペル１００ 大洋薬品工業 723
注射薬 3999407D3079 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用ベラブ１００ｍｇ 東菱薬品工業 1,162
注射薬 3999407D3087 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用ナファタット１００ 日医工 1,240
注射薬 3999407D3095 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１００ｍｇ 味の素製薬 2,081
注射薬 3999407D4024 ナファモスタットメシル酸塩 １５０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１５０ｍｇ 味の素製薬 2,980
注射薬 3999408A1015 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ヒアルロン酸ナトリウム１％２．５ｍＬ注射液 259

注射薬 3999408A1198 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ホスビロン関節注２５ｍｇ 日医工ファーマ 406
注射薬 3999408A1228 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 アルヒーロ関節注２５ｍｇ 富士製薬工業 499
注射薬 3999408A1236 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 グリオロン関節注２５ｍｇ 日本臓器製薬 344
注射薬 3999408A1244 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ハリソン関節注２５ｍｇ 沢井製薬 344
注射薬 3999408A1252 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ヒアルトーワ関節注２５ｍｇ 東和薬品 406
注射薬 3999408A1260 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ルミステロン関節注２５ｍｇ 日新製薬（山形） 322
注射薬 3999408G1263 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 アスリカンディスポ関節注２５ｍｇ シオノケミカル 448
注射薬 3999408G1271 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ニコゼットディスポ関節注２５ｍｇ マイラン製薬 712
注射薬 3999408G1280 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒアロス関節注２５ｍｇ マルホ 631
注射薬 3999408G1298 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒルネート関節注シリンジ２５ｍｇ ニプロファーマ 589
注射薬 3999408G1301 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 アダントディスポ関節注２５ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
403

注射薬 3999408G1310 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 アドマックディスポ関節注２５ｍｇ 大洋薬品工業 403
注射薬 3999408G1328 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒカミロンディスポ関節注２５ｍｇ 鶴原製薬 1,174
注射薬 3999408G1336 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒュースレン関節注ディスポ２５ｍｇ 東和薬品 631
注射薬 3999408G1344 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 プリーラディスポ関節注２５ｍｇ 高田製薬 504
注射薬 3999408G1352 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ホスビロンディスポ関節注２５ｍｇ 日医工ファーマ 631
注射薬 3999408G1360 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ソルペント・ディスポ関節注２５ｍｇ 大正薬品工業 589
注射薬 3999408G1379 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ユニヒロン・ディスポ関節注２５ｍｇ 宇治製薬 504
注射薬 3999408G1387 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ルミステロンディスポ関節注２５ｍｇ 日新製薬（山形） 631
注射薬 3999411A1033 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザペン注２０ｍｇ 富士薬品 681
注射薬 3999411A1041 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 カタクロン静注１％ 日医工 514
注射薬 3999411A1050 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 426

注射薬 3999411A2030 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 カタクロン静注１％ 日医工 1,584
注射薬 3999411A2048 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 1,498
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注射薬 3999411A3036 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オザグロン注２０ 日本薬品工業 607
注射薬 3999411A3044 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オザグレルナトリウム点滴静注液２０ｍｇ「Ｊ

Ｄ」
ジェイドルフ製薬 378

注射薬 3999411A3052 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オサグレン点滴静注２０ｍｇ 東和薬品 630
注射薬 3999411A3060 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 キサクロット点滴静注２０ｍｇ アイロム製薬 378
注射薬 3999411A3079 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注液２０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 607

注射薬 3999411A4032 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルナトリウム点滴静注液８０ｍｇ「Ｊ
Ｄ」

ジェイドルフ製薬 1,433

注射薬 3999411A4040 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オサグレン点滴静注８０ｍｇ 東和薬品 1,616
注射薬 3999411A4059 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグロン注８０ 日本薬品工業 1,778
注射薬 3999411A4067 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 キサクロット点滴静注８０ｍｇ アイロム製薬 1,355
注射薬 3999411A4075 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注液８０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 1,778

注射薬 3999411A6027 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグロン注４０ 日本薬品工業 974
注射薬 3999411A6043 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルナトリウム点滴静注液４０ｍｇ「Ｊ

Ｄ」
ジェイドルフ製薬 456

注射薬 3999411A6051 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 オサグレン点滴静注４０ｍｇ 東和薬品 701
注射薬 3999411A6060 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 キサクロット点滴静注４０ｍｇ アイロム製薬 604
注射薬 3999411A6078 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注液４０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 974

注射薬 3999411A7023 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２．５ｍＬ１管 オザペン注４０ｍｇ 富士薬品 995
注射薬 3999411A8020 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ５ｍＬ１管 オザペン注８０ｍｇ 富士薬品 1,811
注射薬 3999411A9026 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 カタクロン静注１％ 日医工 822
注射薬 3999411A9034 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 822

注射薬 3999411D1072 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用オザマリン２０ 沢井製薬 423
注射薬 3999411D1080 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 静注用カタクロン２０ 日医工 481
注射薬 3999411D1099 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用デアセロン２０ｍｇ イセイ 423
注射薬 3999411D1102 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用オグザロット２０ｍｇ ポーラファルマ 481
注射薬 3999411D1110 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 アトロンボン注射用２０ｍｇ 高田製薬 625
注射薬 3999411D1153 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用オザグレルナトリウム２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 328
注射薬 3999411D1161 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 オキリコン点滴静注用２０ｍｇ 大洋薬品工業 528
注射薬 3999411D1170 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 オサグレン点滴静注用２０ｍｇ 東和薬品 528
注射薬 3999411D1188 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 オザグレルＮａ点滴静注用２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 423

注射薬 3999411D1196 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 オザグレルＮａ注射用２０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 423
注射薬 3999411D2044 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 注射用オザマリン４０ 沢井製薬 677
注射薬 3999411D2052 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 注射用オグザロット４０ｍｇ ポーラファルマ 677
注射薬 3999411D2060 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 注射用オザグレルナトリウム４０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 733
注射薬 3999411D2079 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 オザグレルＮａ注射用４０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 677
注射薬 3999411D3024 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ１瓶 局 アトロンボン注射用８０ｍｇ 高田製薬 1,632
注射薬 3999411G1028 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ０．５ｍＬ１筒 オキリコン注シリンジ２０ｍｇ 大洋薬品工業 770
注射薬 3999411G2024 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１ｍＬ１筒 オキリコン注シリンジ４０ｍｇ 大洋薬品工業 1,113
注射薬 3999411G3020 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２ｍＬ１筒 オキリコン注シリンジ８０ｍｇ 大洋薬品工業 2,278
注射薬 3999411G4027 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１筒 キサクロット注８０ｍｇシリンジ アイロム製薬 1,886
注射薬 3999411G4035 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１筒 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワ

イ」
沢井製薬 1,123

注射薬 3999411G5023 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザペンバッグ注８０ｍｇ 富士薬品 2,168
注射薬 3999411G5031 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇバッグ「サワイ」 沢井製薬 1,559

注射薬 3999411G5040 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「ＤＫ」 大興製薬 1,559

注射薬 3999411G5058 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「ＳＮ」 シオノケミカル 1,559

注射薬 3999411G5066 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「タカ
タ」

高田製薬 1,384

注射薬 3999411G6020 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 オザグレルＮａ注射液２０ｍｇシリンジ「サワ
イ」

沢井製薬 517

注射薬 3999411G7026 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１筒 オザグレルＮａ注射液４０ｍｇシリンジ「サワ
イ」

沢井製薬 784

注射薬 3999411H1023 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 アトロンボン注８０ｍｇ 高田製薬 1,267
注射薬 3999411H4022 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ０．５ｍＬ１管 オキリコン注２０ｍｇ 大洋薬品工業 141
注射薬 3999411H5029 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１ｍＬ１管 オキリコン注４０ｍｇ 大洋薬品工業 617
注射薬 3999411H6025 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２ｍＬ１管 オキリコン注８０ｍｇ 大洋薬品工業 969
注射薬 3999411H7021 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 アトロンボン注２０ｍｇ 高田製薬 437
注射薬 3999411H8028 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 アトロンボン注４０ｍｇ 高田製薬 696
注射薬 3999414A1010 カルシトニン（サケ） １０国際単位０．５ｍＬ

１管
カルシトニン（サケ）１０国際単位０．５ｍＬ注
射液

74

注射薬 3999414A1096 カルシトニン（サケ） １０国際単位０．５ｍＬ
１管

レトン筋注１０単位 東菱薬品工業 146

注射薬 3999414G1048 カルシトニン（サケ） １０国際単位０．５ｍＬ
１筒

サモカルトン筋注１０単位ディスポ シオノケミカル 428

注射薬 3999415A2089 チオクト酸 ０．５％５ｍＬ１管 リポアラン静注２５ｍｇ 小林化工 56
注射薬 3999418D1031 パミドロン酸二ナトリウム水

和物
１５ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 6,058

注射薬 3999418D1040 パミドロン酸二ナトリウム水
和物

１５ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 5,515

注射薬 3999418D2038 パミドロン酸二ナトリウム水
和物

３０ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 12,767

注射薬 3999418D2046 パミドロン酸二ナトリウム水
和物

３０ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 10,963

注射薬 3999427A1026 エポエチンカッパ（遺伝子組
換え）［エポエチンアルファ
後続１］

７５０国際単位０．５ｍ
Ｌ１瓶

エポエチンアルファＢＳ注７５０「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサー
チ

1,033

注射薬 3999427A2022 エポエチンカッパ（遺伝子組
換え）［エポエチンアルファ
後続１］

１，５００国際単位１ｍ
Ｌ１瓶

エポエチンアルファＢＳ注１５００「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサー
チ

1,873

注射薬 3999427A3029 エポエチンカッパ（遺伝子組
換え）［エポエチンアルファ
後続１］

３，０００国際単位２ｍ
Ｌ１瓶

エポエチンアルファＢＳ注３０００「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサー
チ

3,071

注射薬 3999427G1029 エポエチンカッパ（遺伝子組
換え）［エポエチンアルファ
後続１］

７５０国際単位０．５ｍ
Ｌ１筒

エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣ
Ｒ」

日本ケミカルリサー
チ

704

注射薬 3999427G2025 エポエチンカッパ（遺伝子組
換え）［エポエチンアルファ
後続１］

１，５００国際単位１ｍ
Ｌ１筒

エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「Ｊ
ＣＲ」

日本ケミカルリサー
チ

1,177
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注射薬 3999427G3021 エポエチンカッパ（遺伝子組
換え）［エポエチンアルファ
後続１］

３，０００国際単位２ｍ
Ｌ１筒

エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「Ｊ
ＣＲ」

日本ケミカルリサー
チ

2,063

注射薬 4199400A1060 イノシン ２％２０ｍＬ１管 イノシン静注４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 56
注射薬 4223400A1114 テガフール ４％１０ｍＬ１管 イカルス静注４００ｍｇ イセイ 195
注射薬 4224403D1049 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「サンド」 サンド 2,596
注射薬 4224403D1057 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「タイホウ」 大鵬薬品工業 3,169

注射薬 4224403D1065 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 3,169

注射薬 4224403D1073 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 3,169
注射薬 4224403D1081 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ホスピー

ラ」
ホスピーラ・ジャパ
ン

2,596

注射薬 4224403D1090 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 3,169

注射薬 4224403D1103 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 3,169
注射薬 4224403D2045 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「サンド」 サンド 12,618
注射薬 4224403D2053 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「タイホウ」 大鵬薬品工業 14,815
注射薬 4224403D2061 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 高田製薬 14,815
注射薬 4224403D2070 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＮＫ」 日本化薬 14,815
注射薬 4224403D2088 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ホスピーラ」 ホスピーラ・ジャパ

ン
12,618

注射薬 4224403D2096 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「興和テバ」 興和テバ 12,618
注射薬 4224403D2100 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 14,815
注射薬 4235402A2021 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サンド」 サンド 1,358

注射薬 4235402A3028 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ「サンド」 サンド 6,076

注射薬 4235402D1048 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 局 ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 1,446

注射薬 4235402D2028 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 局 ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 6,268

注射薬 4235404A1040 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 3,131

注射薬 4235404A1059 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「マ
イラン」

マイラン製薬 3,131

注射薬 4235404A1067 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 3,131

注射薬 4235404A1075 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「サ
ンド」

サンド 3,131

注射薬 4235404A2047 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ
「ＮＫ」

日本化薬 14,728

注射薬 4235404A2055 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ
「マイラン」

マイラン製薬 10,762

注射薬 4235404A2063 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 12,275

注射薬 4235404A2071 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ
「サンド」

サンド 13,169

注射薬 4235404A3027 エピルビシン塩酸塩 ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液２０ｍｇ／１０ｍＬ
「マイラン」

マイラン製薬 5,521

注射薬 4235404D1063 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 3,131
注射薬 4235404D1071 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 3,131

注射薬 4235404D2060 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 14,728
注射薬 4235404D2078 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 12,275

注射薬 4240403A2069 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 サンド 3,863
注射薬 4240403A2077 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 3,863
注射薬 4240403A2085 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 3,863
注射薬 4240404A1059 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 3,953

注射薬 4240404A1067 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 3,696

注射薬 4240404A1075 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「サン
ド」

サンド 3,124

注射薬 4240404A1083 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「タイホ
ウ」

大鵬薬品工業 4,177

注射薬 4240404A1105 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ホス
ピーラ」

ホスピーラ・ジャパ
ン

3,696

注射薬 4240404A1113 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 3,124

注射薬 4240404A1121 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 3,696

注射薬 4240404A2055 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

マイラン製薬 9,375

注射薬 4240404A2063 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 8,227

注射薬 4240404A2071 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サン
ド」

サンド 7,334

注射薬 4240404A2080 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイ
ホウ」

大鵬薬品工業 9,375

注射薬 4240404A2101 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ホス
ピーラ」

ホスピーラ・ジャパ
ン

8,227

注射薬 4240404A2110 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 7,334

注射薬 4240404A2128 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 8,227

注射薬 4240406A1040 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 日本化薬 7,534
注射薬 4240406A1058 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 6,477
注射薬 4240406A1066 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 5,587
注射薬 4240406A1074 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ「サンド」 サンド 6,979
注射薬 4240406A2046 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ

１瓶
パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 22,102

注射薬 4240406A2054 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ
１瓶

パクリタキセル注射液１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 18,009

注射薬 4240406A2062 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ
１瓶

パクリタキセル注１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 15,474

注射薬 4240406A2070 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ
１瓶

パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 サンド 20,640
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注射薬 4240406A3026 パクリタキセル １５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 30,003
注射薬 4240407A1036 ビノレルビン酒石酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液１０ｍｇ 日本化薬 3,995
注射薬 4240407A2032 ビノレルビン酒石酸塩 ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液４０ｍｇ 日本化薬 14,494
注射薬 4291401A1046 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 プラトシン注１０ ファイザー 2,353
注射薬 4291401A1070 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 日医工 1,136
注射薬 4291401A1100 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注液１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,316
注射薬 4291401A1119 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 1,316
注射薬 4291401A2042 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プラトシン注２５ ファイザー 5,489
注射薬 4291401A2069 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」 日医工 3,749
注射薬 4291401A2107 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注液２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 2,824
注射薬 4291401A2115 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注２５ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 3,749
注射薬 4291401A3049 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 プラトシン注５０ ファイザー 9,933
注射薬 4291401A3073 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 日医工 4,759
注射薬 4291401A3103 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注液５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 5,232
注射薬 4291401A3111 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 5,920
注射薬 4291403A1053 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 3,793
注射薬 4291403A1061 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「サンド」 サンド 3,093
注射薬 4291403A1070 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 3,311
注射薬 4291403A1096 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 4,362
注射薬 4291403A1100 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 3,311

注射薬 4291403A2050 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 8,586

注射薬 4291403A2068 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「サンド」 サンド 7,834

注射薬 4291403A2076 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 7,834
注射薬 4291403A2092 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 10,572

注射薬 4291403A2106 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「興和テ
バ」

興和テバ 7,834

注射薬 4291403A3056 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 21,218

注射薬 4291403A3064 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「サンド」 サンド 16,978

注射薬 4291403A3072 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 19,646
注射薬 4291403A3099 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 25,766

注射薬 4291403A3102 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「興和テ
バ」

興和テバ 16,978

注射薬 4300411A1024 テクネチウム大凝集人血清ア
ルブミン（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ ラングシンチＴｃ－９９ｍ注 日本メジフィジック
ス

518

注射薬 4300431A1030 塩酸Ｎ－イソプロピル－４－
ヨードアンフェタミン（１２
３Ｉ）

１０ＭＢｑ イオフェタミン（１２３Ｉ）注射液「第一」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

2,437

注射薬 4411400A3036 ジフェンヒドラミン塩酸塩 ３％１ｍＬ１管 ベナスミン注３０ｍｇ 東和薬品 56
注射薬 4419500A1030 ジフェンヒドラミン塩酸塩・

臭化カルシウム
５ｍＬ１管 レスカルミン注 日新製薬（山形） 56

注射薬 6112400A1050 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 局 ペランコシン注３００ｍｇ 大洋薬品工業 73
注射薬 6112400A1068 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 局 リンコメイス注３００ｍｇ ニプロファーマ 99
注射薬 6112400A1076 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 局 リズピオン注３００ｍｇ 東和薬品 72
注射薬 6112400A3060 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 局 ルニアマイシン注６００ｍｇ 日医工ファーマ 78
注射薬 6112400A3079 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 局 ペランコシン注６００ｍｇ 大洋薬品工業 87
注射薬 6112400A3087 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 局 リンコメイス注６００ｍｇ ニプロファーマ 99
注射薬 6112400A3095 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 局 リズピオン注６００ｍｇ 東和薬品 92
注射薬 6112400A5063 リンコマイシン塩酸塩水和物 １ｇ３．３４ｍＬ１瓶 局 ペランコシン注１ｇ 大洋薬品工業 92
注射薬 6112400A6019 リンコマイシン塩酸塩水和物 １．５ｇ５ｍＬ１瓶 局 リンコマイシン塩酸塩注射液 95
注射薬 6112400G1028 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１筒 ペランコシン注シリンジ６００ｍｇ 大洋薬品工業 185
注射薬 6112401A1070 クリンダマイシンリン酸エス

テル
３００ｍｇ１管 局 ミドシン注射液３００ｍｇ 沢井製薬 188

注射薬 6112401A1097 クリンダマイシンリン酸エス
テル

３００ｍｇ１管 局 クリダマシン注３００ｍｇ ニプロファーマ 188

注射薬 6112401A1119 クリンダマイシンリン酸エス
テル

３００ｍｇ１管 局 リンタシン注射液３００ｍｇ 富士製薬工業 167

注射薬 6112401A1127 クリンダマイシンリン酸エス
テル

３００ｍｇ１管 局 クリンダマイシン注射液３００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 188

注射薬 6112401A1135 クリンダマイシンリン酸エス
テル

３００ｍｇ１管 局 クリンダマイシンリン酸エステル注射液３００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 188

注射薬 6112401A1143 クリンダマイシンリン酸エス
テル

３００ｍｇ１管 局 ハンダラミン注３００ｍｇ 東和薬品 188

注射薬 6112401A2085 クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管 局 ミドシン注射液６００ｍｇ 沢井製薬 270

注射薬 6112401A2107 クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管 局 ハンダラミン注６００ｍｇ 東和薬品 270

注射薬 6112401A2115 クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管 局 クリダマシン注６００ｍｇ ニプロファーマ 270

注射薬 6112401A2131 クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管 局 リンタシン注射液６００ｍｇ 富士製薬工業 270

注射薬 6112401A2140 クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管 局 クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 270

注射薬 6112401A2158 クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管 局 クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 270

注射薬 6112401G1022 クリンダマイシンリン酸エス
テル

３００ｍｇ２ｍＬ１筒 クリンダマイシン注３００ｍｇシリンジ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 241

注射薬 6112401G2029 クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ４ｍＬ１筒 クリンダマイシン注６００ｍｇシリンジ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 334

注射薬 6113400A1030 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 点滴静注用バンコマイシン０．５「ＭＥＥＫ」 小林化工 1,348

注射薬 6113400A1057 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンマイシン点滴静注用０．５ｇ 日医工 1,576
注射薬 6113400A1081 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ「ＴＸ」 トライックス 1,348

注射薬 6113400A1090 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「サワ
イ」

沢井製薬 1,348

注射薬 6113400A1103 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ホス
ピーラ」

ホスピーラ・ジャパ
ン

1,269

注射薬 6113400A1111 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 1,269

注射薬 6113400A1138 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「サン
ド」

サンド 1,106
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注射薬 6113400A1146 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 1,348

注射薬 6113400A1154 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ「トーワ」 東和薬品 1,576
注射薬 6113400A2029 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶 局 塩酸バンコマイシン点滴静注用１ｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,767

注射薬 6113400A2037 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶 局 点滴静注用バンコマイシン１．０「ＭＥＥＫ」 小林化工 1,767

注射薬 6119400A1077 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管 局 ブルバトシン注射液７５ｍｇ シオノケミカル 2,542
注射薬 6119400A1085 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 2,542

注射薬 6119400A1093 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ「ＨＫ」 大興製薬 2,224

注射薬 6119400A1107 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 2,542

注射薬 6119400A2065 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 局 ブルバトシン注射液１００ｍｇ シオノケミカル 2,880
注射薬 6119400A2081 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 2,581

注射薬 6119400A2090 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＨＫ」 大興製薬 2,224
注射薬 6119400A2103 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 2,880

注射薬 6119400A3045 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「ＨＫ」 大興製薬 1,291
注射薬 6119400A3053 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1,291

注射薬 6119400A3061 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管 局 ブルバトシン注射液２５ｍｇ シオノケミカル 1,402
注射薬 6119400A3070 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 1,402

注射薬 6119400A4033 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ＨＫ」 大興製薬 3,379
注射薬 6119400A4041 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 3,379

注射薬 6119400A4050 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管 局 ブルバトシン注射液２００ｍｇ シオノケミカル 3,683
注射薬 6119400A4068 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 3,683

注射薬 6119401D1043 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 3,576
注射薬 6119401D1051 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 日医工 3,895

注射薬 6119401D1060 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 3,576
注射薬 6119401D1078 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ＨＫ」 大興製薬 3,576
注射薬 6119401D1086 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 3,895

注射薬 6119401D1094 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 3,576

注射薬 6119401D1108 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 3,576

注射薬 6119401D1116 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 3,115

注射薬 6119401D1124 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 3,576

注射薬 6119401D1132 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 3,576

注射薬 6119401D1140 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「サンド」 サンド 3,115

注射薬 6119401D2023 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 4,680
注射薬 6123402A1125 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 アミカマイシン注射液１００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
272

注射薬 6123402A1133 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 104
注射薬 6123402A1141 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 ベルマトン注１００ｍｇ 日医工ファーマ 104
注射薬 6123402A1150 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 プルテツシン注射液１００ｍｇ 大洋薬品工業 92
注射薬 6123402A1168 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 カシミー注１００ｍｇ ニプロファーマ 104
注射薬 6123402A1176 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 ロミカシン注射液１００ｍｇ 富士製薬工業 104
注射薬 6123402A3012 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注射液 117
注射薬 6123402A3128 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 アミカマイシン注射液２００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
344

注射薬 6123402A3136 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 143
注射薬 6123402A3160 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 カシミー注２００ｍｇ ニプロファーマ 262
注射薬 6123404A1051 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 局 シオセシン注射液２００ シオノケミカル 523
注射薬 6123404A1060 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 局 エルパシン注射液２００ 大洋薬品工業 479
注射薬 6123404A1094 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 局 イセシン注射液２００ｍｇ 沢井製薬 437
注射薬 6123404A1108 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 局 イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医

工」
日医工ファーマ 414

注射薬 6123404A2040 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 局 シオセシン注射液４００ シオノケミカル 794
注射薬 6123404A2058 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 局 エルパシン注射液４００ 大洋薬品工業 887
注射薬 6123404A2074 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 局 イセシン注射液４００ｍｇ 沢井製薬 887
注射薬 6123404A2082 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 局 イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ「日医

工」
日医工ファーマ 794

注射薬 6131403D1152 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ペンマリン注射用１ｇ 沢井製薬 217
注射薬 6131403D1160 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 タイペラシリン注射用１ｇ 大洋薬品工業 194
注射薬 6131403D1179 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 プランジン注用１ｇ 東和薬品 185
注射薬 6131403D1187 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピシリアント注射用１ｇ シオノケミカル 185
注射薬 6131403D1195 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペユンシン注射用１ｇ ケミックス 217
注射薬 6131403D1209 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 149
注射薬 6131403D2159 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ペンマリン注射用２ｇ 沢井製薬 382
注射薬 6131403D2167 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 タイペラシリン注射用２ｇ 大洋薬品工業 297
注射薬 6131403D2175 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 プランジン注用２ｇ 東和薬品 321
注射薬 6131403D2183 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピシリアント注射用２ｇ シオノケミカル 297
注射薬 6131403D2191 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペユンシン注射用２ｇ ケミックス 321
注射薬 6131403D2205 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 244

注射薬 6131403P1035 ピペラシリンナトリウム １ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 596

注射薬 6131403P2031 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ２ｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 678

注射薬 6132400F1076 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セファピコール静注用０．２５ｇ 大洋薬品工業 211
注射薬 6132400F1084 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 ケミスポリン静注用０．２５ｇ ケミックス 231
注射薬 6132400F1092 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セフォチアロン静注用０．２５ｇ シオノケミカル 192
注射薬 6132400F1106 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セピドナリン静注用０．２５ｇ 日医工ファーマ 211
注射薬 6132400F1114 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 パセトクール静注用０．２５ｇ ニプロファーマ 231
注射薬 6132400F2110 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 セファピコール静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 326
注射薬 6132400F2129 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 パセトクール静注用０．５ｇ ニプロファーマ 280
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注射薬 6132400F2137 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 ケミスポリン静注用０．５ｇ ケミックス 326
注射薬 6132400F2145 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 セフォチアロン静注用０．５ｇ シオノケミカル 280
注射薬 6132400F2153 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 セピドナリン静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 280
注射薬 6132400F3125 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 セピドナリン静注用１ｇ 日医工ファーマ 356
注射薬 6132400F3141 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 セファピコール静注用１ｇ 大洋薬品工業 467
注射薬 6132400F3150 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 パセトクール静注用１ｇ ニプロファーマ 356
注射薬 6132400F3168 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 ケミスポリン静注用１ｇ ケミックス 397
注射薬 6132400F3176 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 セフォチアロン静注用１ｇ シオノケミカル 467
注射薬 6132400G1071 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
セファピコールキット点滴静注用１ｇ 大洋薬品工業 839

注射薬 6132400G3031 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

パセトクール静注用１ｇバッグＳ ニプロファーマ 699

注射薬 6132400G3040 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

局 セフォチアム静注用１ｇバッグ「日医工」 日医工 699

注射薬 6132401D1053 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 セファゾリンＮａ注射用０．２５ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 92

注射薬 6132401D1061 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 セファゾリンナトリウム注射用０．２５ｇ「日医
工」

日医工ファーマ 92

注射薬 6132401D1070 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 セフマゾン注射用０．２５ｇ ニプロファーマ 92
注射薬 6132401D2076 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 ラセナゾリン注射用０．５ｇ 日医工ファーマ 122
注射薬 6132401D2092 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 セフマゾン注射用０．５ｇ ニプロファーマ 99
注射薬 6132401D2106 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 セファゾリンＮａ注射用０．５ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 99

注射薬 6132401D3137 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ラセナゾリン注射用１ｇ 日医工ファーマ 122
注射薬 6132401D3153 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 タイセゾリン注射用１ｇ 大洋薬品工業 174
注射薬 6132401D3161 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 セフマゾン注射用１ｇ ニプロファーマ 174
注射薬 6132401D3170 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 トキオ注射用１ｇ イセイ 200
注射薬 6132401D3188 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 セファゾリンＮａ注射用１ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 174
注射薬 6132401D4133 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ラセナゾリン注射用２ｇ 日医工ファーマ 259
注射薬 6132401D4150 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 タイセゾリン注射用２ｇ 大洋薬品工業 340
注射薬 6132401D4168 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 セフマゾン注射用２ｇ ニプロファーマ 340
注射薬 6132401D4176 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 セファゾリンＮａ注射用２ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 340
注射薬 6132401G3060 セファゾリンナトリウム １ｇ１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
セフマゾン点滴静注用バッグ１ｇ ニプロファーマ 575

注射薬 6132401G3079 セファゾリンナトリウム １ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

局 セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツ
カ」

大塚製薬工場 659

注射薬 6132403D2121 セファロチンナトリウム １ｇ１瓶 コアキシン注射用１ｇ ケミックス 220
注射薬 6132403D3128 セファロチンナトリウム ２ｇ１瓶 コアキシン注射用２ｇ ケミックス 373
注射薬 6132408F1030 セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 92
注射薬 6132408F1048 セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 103

注射薬 6132408F1056 セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールナトリウム静注用０．２５ｇ「日
医工」

日医工ファーマ 92

注射薬 6132408F1064 セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 リリアジン静注用０．２５ｇ 東和薬品 103
注射薬 6132408F2036 セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 164
注射薬 6132408F2044 セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 202

注射薬 6132408F2052 セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールナトリウム静注用０．５ｇ「日医
工」

日医工ファーマ 148

注射薬 6132408F2060 セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 リリアジン静注用０．５ｇ 東和薬品 195
注射薬 6132408F3113 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 ピレタゾール静注用１ｇ 日医工ファーマ 294
注射薬 6132408F3121 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 セフルトール静注用１ｇ 大洋薬品工業 390
注射薬 6132408F3130 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 294
注射薬 6132408F3148 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 リリアジン静注用１ｇ 東和薬品 390
注射薬 6132408F3156 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 トキオゾール静注用１ｇ イセイ 204
注射薬 6132408F3164 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 390
注射薬 6132408F4101 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピレタゾール静注用２ｇ 日医工ファーマ 588
注射薬 6132408F4110 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 局 セフルトール静注用２ｇ 大洋薬品工業 776
注射薬 6132408F4128 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 537
注射薬 6132408F4136 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 局 リリアジン静注用２ｇ 東和薬品 718
注射薬 6132408F4144 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 776
注射薬 6132408G1051 セフメタゾールナトリウム １ｇ１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
セフメタゾールＮａ静注用キット１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 697

注射薬 6132408G2058 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

セフメタゾールＮａ静注用キット２ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1,044

注射薬 6132408G3038 セフメタゾールナトリウム １ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 688

注射薬 6132408G4026 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ２ｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 954

注射薬 6132418F1033 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 モダケミン静注用０．５ｇ ケミックス 482
注射薬 6132418F1050 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セパダシン静注用０．５ｇ シオノケミカル 525
注射薬 6132418F1068 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 482
注射薬 6132418F1084 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「マイラン」 マイラン製薬 419
注射薬 6132418F1092 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「サンド」 サンド 393
注射薬 6132418F1106 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 419
注射薬 6132418F1114 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「サワイ」 沢井製薬 570
注射薬 6132418F1122 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 570
注射薬 6132418F2048 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 モダケミン静注用１ｇ ケミックス 614
注射薬 6132418F2056 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 モベンゾシン静注用１ｇ 大洋薬品工業 652
注射薬 6132418F2072 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セパダシン静注用１ｇ シオノケミカル 525
注射薬 6132418F2099 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 652
注射薬 6132418F2110 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 777
注射薬 6132418F2129 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 マイラン製薬 570
注射薬 6132418F2137 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「サンド」 サンド 525
注射薬 6132418F2145 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 715
注射薬 6132419F1038 セフトリアキソンナトリウム

水和物
５００ｍｇ１瓶 リアソフィン静注用０．５ｇ ケミックス 279

注射薬 6132419F1046 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セフィローム静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 206

注射薬 6132419F1054 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 382

注射薬 6132419F1062 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セフキソン静注用０．５ｇ シオノケミカル 350

注射薬 6132419F1070 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「サンド」 サンド 206

注射薬 6132419F1089 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セロニード静注用０．５ｇ 沢井製薬 382
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成分名 規格 メーカー名 薬価品名

注射薬 6132419F1097 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 206

注射薬 6132419F1100 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 382

注射薬 6132419F2034 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 リアソフィン静注用１ｇ ケミックス 383

注射薬 6132419F2042 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 セロニード静注用１ｇ 沢井製薬 503

注射薬 6132419F2050 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 セフキソン静注用１ｇ シオノケミカル 444

注射薬 6132419F2069 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 ロゼクラート静注用１ｇ 大洋薬品工業 444

注射薬 6132419F2077 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 セフィローム静注用１ｇ 日医工ファーマ 336

注射薬 6132419F2107 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サンド」 サンド 304

注射薬 6132419F2115 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「マイラン」 マイラン製薬 444

注射薬 6132419F2123 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 336

注射薬 6132419G1033 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

セフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇバッグ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 870

注射薬 6132419G1041 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

ロゼクラートキット点滴静注用１ｇ 大洋薬品工業 829

注射薬 6132419G1050 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ１
ｇ「ファイザー」

ファイザー 829

注射薬 6132424F1055 セフピロム硫酸塩 ０．５ｇ１瓶 セフピロム硫酸塩静注用０．５ｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 546
注射薬 6132424F1071 セフピロム硫酸塩 ０．５ｇ１瓶 硫酸セフピロム静注用０．５ｇ「マイラン」 マイラン製薬 617
注射薬 6132424F2051 セフピロム硫酸塩 １ｇ１瓶 セフピロム硫酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 750
注射薬 6132424F2078 セフピロム硫酸塩 １ｇ１瓶 硫酸セフピロム静注用１ｇ「マイラン」 マイラン製薬 856
注射薬 6132425D1032 セフェピム塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用０．５ｇ「サンド」 サンド 469
注射薬 6132425D1040 セフェピム塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用０．５ｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 535
注射薬 6132425D2039 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 サンド 662
注射薬 6132425D2047 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 662
注射薬 6134407A1040 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 56

注射薬 6134407A1059 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管 エルタシン注１０ｍｇ 富士製薬工業 75
注射薬 6134407A2080 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 エルタシン注４０ｍｇ 富士製薬工業 98
注射薬 6134407A2098 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 ルイネシン注４０ｍｇ 日医工ファーマ 85
注射薬 6134407A3078 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 エルタシン注６０ｍｇ 富士製薬工業 108
注射薬 6134407A3086 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 ルイネシン注６０ｍｇ 日医工ファーマ 108
注射薬 6135400F1060 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 ハロスミン静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 143
注射薬 6135400F1078 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 103
注射薬 6135400F1086 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 ホロサイルＳ静注用０．５ｇ 高田製薬 199
注射薬 6135400F1094 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 フラゼミシン静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 135
注射薬 6135400F1108 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 ホスカリーゼ静注用０．５ｇ シオノケミカル 143
注射薬 6135400F2155 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 局 ハロスミン静注用１ｇ 日医工ファーマ 197
注射薬 6135400F2171 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 局 ホスカリーゼ静注用１ｇ シオノケミカル 220
注射薬 6135400F2180 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 局 フラゼミシン静注用１ｇ 大洋薬品工業 220
注射薬 6135400F2198 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 局 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 197
注射薬 6135400F2201 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 局 ホロサイルＳ静注用１ｇ 高田製薬 361
注射薬 6135400F3160 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ハロスミン静注用２ｇ 日医工ファーマ 269
注射薬 6135400F3186 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ホスカリーゼ静注用２ｇ シオノケミカル 330
注射薬 6135400F3194 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 局 フラゼミシン静注用２ｇ 大洋薬品工業 344
注射薬 6135400F3208 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 344
注射薬 6135400F3216 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ホロサイルＳ静注用２ｇ 高田製薬 567
注射薬 6135400G2045 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１キット（注射用水

１００ｍＬ付）
フラゼミシン点滴静注用２ｇキット 大洋薬品工業 876

注射薬 6139400D1041 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 571
注射薬 6139400D1050 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「日医工」 日医工 591
注射薬 6139400D1068 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 497
注射薬 6139400D1076 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ケミファ」 日本ケミファ 571
注射薬 6139400D1084 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「サワイ」 沢井製薬 591
注射薬 6139400D1092 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 571
注射薬 6139400D1106 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「トーワ」 東和薬品 642
注射薬 6139400D1114 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
591

注射薬 6139400D1122 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ファイザー」 ファイザー 591
注射薬 6139400D2048 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 870
注射薬 6139400D2056 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「日医工」 日医工 976
注射薬 6139400D2064 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 870
注射薬 6139400D2072 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ケミファ」 日本ケミファ 870
注射薬 6139400D2080 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「サワイ」 沢井製薬 870
注射薬 6139400D2099 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 870
注射薬 6139400D2102 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「トーワ」 東和薬品 800
注射薬 6139400D2110 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
870

注射薬 6139400D2129 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 ファイザー 870
注射薬 6139400G1048 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット（生

理食塩液１００ｍＬ付）
メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1,245

注射薬 6139400G1056 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

局 メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「日医工」 日医工 1,245

注射薬 6139400G1064 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

局 メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,245

注射薬 6139500F1040 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 セフロニック静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 362

注射薬 6139500F1059 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 スペルゾン静注用０．５ｇ ケミックス 362

注射薬 6139500F1067 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 ナスパルン静注用０．５ｇ シオノケミカル 542

注射薬 6139500F1075 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 スルタムジン静注用０．５ｇ ポーラファルマ 359

注射薬 6139500F1083 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 ワイスタール静注用０．５ｇ ニプロファーマ 362

注射薬 6139500F1091 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 セフォセフ静注用０．５ｇ 沢井製薬 328

注射薬 6139500F1105 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 セフォン静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 362
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注射薬 6139500F1113 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 バクフォーゼ静注用０．５ｇ 東和薬品 362

注射薬 6139500F2047 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 スルペゾール静注用１ｇ 東菱薬品工業 462

注射薬 6139500F2055 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフォセフ静注用１ｇ 沢井製薬 362

注射薬 6139500F2063 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフォン静注用１ｇ 日医工ファーマ 362

注射薬 6139500F2110 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 バクフォーゼ静注用１ｇ 東和薬品 422

注射薬 6139500F2128 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 スルタムジン静注用１ｇ ポーラファルマ 362

注射薬 6139500F2136 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフロニック静注用１ｇ 大洋薬品工業 362

注射薬 6139500F2144 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ナスパルン静注用１ｇ シオノケミカル 542

注射薬 6139500F2152 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 スペルゾン静注用１ｇ ケミックス 422

注射薬 6139500F2160 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ワイスタール静注用１ｇ ニプロファーマ 422

注射薬 6139500G1054 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

注用ワイスタール１ｇバッグＳ ニプロファーマ 721

注射薬 6139500G1062 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

セフロニックキット点滴静注用１ｇ 大洋薬品工業 925

注射薬 6139501D1036 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 インダスト点滴静注用０．２５ｇ 大洋薬品工業 879

注射薬 6139501D1052 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 チエペネム点滴静注用０．２５ｇ シオノケミカル 826

注射薬 6139501D1060 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 チエクール点滴用０．２５ｇ 沢井製薬 879

注射薬 6139501D1079 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 イミペネム・シラスタチン点滴用０．２５ｇ「サ
ンド」

サンド 715

注射薬 6139501D2059 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 インダスト点滴静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 1,292

注射薬 6139501D2067 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 イミスタン点滴静注用０．５ｇ 日医工 1,103

注射薬 6139501D2075 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエクール点滴用０．５ｇ 沢井製薬 1,181

注射薬 6139501D2083 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエペネム点滴静注用０．５ｇ シオノケミカル 1,181

注射薬 6139501D2091 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 イミペネム・シラスタチン点滴用０．５ｇ「サン
ド」

サンド 986

注射薬 6139501G1040 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

インダストキット点滴静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 1,543

注射薬 6139501G1059 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

イミペナーム点滴用０．５ｇバッグ ニプロファーマ 1,614

注射薬 6139504F1030 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ユナスピン静注用０．７５ｇ ケミックス 321

注射薬 6139504F1057 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 スルバクシン静注用０．７５ｇ シオノケミカル 406

注射薬 6139504F1065 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用０．７５ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

386

注射薬 6139504F1073 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ピスルシン静注用０．７５ｇ 大原薬品工業 321

注射薬 6139504F1081 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 アンスルマイラン静注用０．７５ｇ マイラン製薬 386

注射薬 6139504F1090 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 スルバクタム・アンピシリン静注用０．７５ｇ
「サンド」

サンド 294

注射薬 6139504F1103 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用０．７５ｇ 日医工 406

注射薬 6139504F1111 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ユーシオン－Ｓ静注用０．７５ｇ 沢井製薬 386

注射薬 6139504F2037 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用１．５ｇ 日医工 449

注射薬 6139504F2045 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ユーシオン－Ｓ静注用１．５ｇ 沢井製薬 449

注射薬 6139504F2053 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ユナスピン静注用１．５ｇ ケミックス 407

注射薬 6139504F2070 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 スルバクシン静注用１．５ｇ シオノケミカル 449

注射薬 6139504F2088 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用１．５ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

449

注射薬 6139504F2096 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ピスルシン静注用１．５ｇ 大原薬品工業 344

注射薬 6139504F2100 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 アンスルマイラン静注用１．５ｇ マイラン製薬 407

注射薬 6139504F2118 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 スルバクタム・アンピシリン静注用１．５ｇ「サ
ンド」

サンド 372

注射薬 6152401F1081 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ミノペン点滴静注用１００ｍｇ 沢井製薬 188
注射薬 6152401F1090 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日

医工」
日医工ファーマ 145

注射薬 6152401F1103 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 クーペラシン点滴静注用１００ｍｇ 高田製薬 188
注射薬 6152401F1111 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「タ

イヨー」
大洋薬品工業 188

注射薬 6152401F1120 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ナミマイシン点滴静注用１００ｍｇ 富士製薬工業 188
注射薬 6191401D1046 アンピシリンナトリウム・ク

ロキサシリンナトリウム水和
物

（１００ｍｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ１００ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

64

注射薬 6191401D2034 アンピシリンナトリウム・ク
ロキサシリンナトリウム水和
物

（５００ｍｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ５００ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

220

注射薬 6191401D3049 アンピシリンナトリウム・ク
ロキサシリンナトリウム水和
物

（１ｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ１０００ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

395

注射薬 6241400A3033 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 1,680

注射薬 6241400A3041 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 1,680

注射薬 6241400A3050 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 1,454
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注射薬 6241400A3068 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 1,454

注射薬 6241400A3076 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 1,680

注射薬 6241400A3084 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「日医
工」

日医工 1,680

注射薬 6241400A3092 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注３００ｍｇ／１５０
ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,620

注射薬 6241400A4030 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 1,272

注射薬 6241400A4048 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 1,272

注射薬 6241400A4056 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 1,446

注射薬 6241400A4064 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 1,272

注射薬 6241400A4072 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 1,446

注射薬 6241400A4080 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「日医
工」

日医工 1,446

注射薬 6241400A4099 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注２００ｍｇ／１００
ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,446

注射薬 6241400A5028 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３００ｍｇ／
２５０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロファーマ 1,585

注射薬 6241400A5036 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３００ｍｇ／
２５０ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 1,803

注射薬 6241400A5044 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３００ｍｇ／
２５０ｍＬ「日医工」

日医工 1,803

注射薬 6241400A5052 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注３００ｍｇ／２
５０ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,803

注射薬 6250400D1052 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 ビフビン点滴静注用３００ｍｇ 富士製薬工業 5,239
注射薬 6250401A1042 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 ベルクスロン注射液２５０ 東和薬品 872
注射薬 6250401A1050 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビン点滴静注２５０ｍｇ 日医工 681
注射薬 6250401A1069 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 局 ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ 小林化工 1,512
注射薬 6250401A2030 アシクロビル １２５ｍｇ１管 局 ビクロックス点滴静注１２５ｍｇ 小林化工 923
注射薬 6250401F1015 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル２５０ｍｇ注射用 681
注射薬 6250401F1147 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシロベック点滴静注用２５０ｍｇ 沢井製薬 872
注射薬 6250401F1163 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アクチダス点滴静注用２５０ｍｇ シオノケミカル 872
注射薬 6250401F1180 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクリル点滴静注用２５０ｍｇ アイロム製薬 872
注射薬 6250401F1201 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 ベルクスロン点滴静注用２５０ｍｇ 東和薬品 872
注射薬 6250401F1228 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 872

注射薬 6250401G1053 アシクロビル ２５０ｍｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

アクチオス点滴静注用２５０ｍｇキット 大洋薬品工業 1,823

注射薬 6250401G4028 アシクロビル ２５０ｍｇ１００ｍＬ１
袋

局 点滴静注用アシクリルバッグ２５０ｍｇ／１００
ｍＬ

アイロム製薬 1,123

注射薬 6290401A1030 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 ニコアゾリン注射液０．１％ イセイ 1,011
注射薬 6290401A1048 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 ミコシスト静注液０．１％ 高田製薬 1,176
注射薬 6290401A1064 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 ビスカルツ注０．１％ 扶桑薬品工業 1,176
注射薬 6290401A1102 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,097
注射薬 6290401A1110 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,011
注射薬 6290401A1129 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,097
注射薬 6290401A1137 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 1,385
注射薬 6290401A2036 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ニコアゾリン注射液０．２％ イセイ 1,400
注射薬 6290401A2060 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ミコシスト静注液０．２％ 高田製薬 2,141
注射薬 6290401A2117 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ビスカルツ注０．２％ 扶桑薬品工業 1,400
注射薬 6290401A2184 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,959
注射薬 6290401A2192 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,667
注射薬 6290401A2206 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾン静注１００ｍｇ 日医工ファーマ 2,141
注射薬 6290401A2214 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,667

注射薬 6290401A3032 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 ニコアゾリン注射液０．２％ イセイ 1,893
注射薬 6290401A3067 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 ミコシスト静注液０．２％ 高田製薬 2,665
注射薬 6290401A3113 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 ビスカルツ注０．２％ 扶桑薬品工業 2,845
注射薬 6290401A3172 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 3,653
注射薬 6290401A3180 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 2,845
注射薬 6290401A3199 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾン静注２００ｍｇ 日医工ファーマ 2,845
注射薬 6290401A3202 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,893

注射薬 6290401A4039 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フラノス点滴静注液１００ｍｇ 富山化学工業 2,258
注射薬 6290401A4047 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルタンゾール注０．２％ ニプロファーマ 1,475
注射薬 6290401A4055 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 富士製薬工業 2,258
注射薬 6290401A4063 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルカード静注液１００ｍｇ 大洋薬品工業 1,390
注射薬 6290401A5035 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フラノス点滴静注液２００ｍｇ 富山化学工業 3,780
注射薬 6290401A5043 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルタンゾール注０．２％ ニプロファーマ 4,308
注射薬 6290401A5051 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 富士製薬工業 3,780
注射薬 6290401A5060 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルカード静注液２００ｍｇ 大洋薬品工業 1,761
注射薬 6290401A6023 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フラノス点滴静注液５０ｍｇ 富山化学工業 1,585
注射薬 6290401A6031 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フルタンゾール注０．１％ ニプロファーマ 1,475
注射薬 6290401A6040 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液０．１％「Ｆ」 富士製薬工業 1,215
注射薬 7219412A2041 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１

瓶
バイステージ注３００ 大洋薬品工業 2,524

注射薬 7219412A2076 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
瓶

オイパロミン３００注５０ｍＬ 富士製薬工業 2,524

注射薬 7219412A2084 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
瓶

モイオパミン３００注５０ｍＬ 光製薬 3,143

注射薬 7219412A3048 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１瓶

バイステージ注３００ 大洋薬品工業 3,980

注射薬 7219412A3080 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１瓶

オイパロミン３００注１００ｍＬ 富士製薬工業 4,833

注射薬 7219412A3099 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１瓶

モイオパミン３００注１００ｍＬ 光製薬 4,548

注射薬 7219412A5040 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
瓶

バイステージ注３７０ 大洋薬品工業 2,841

注射薬 7219412A5075 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
瓶

オイパロミン３７０注５０ｍＬ 富士製薬工業 2,586

注射薬 7219412A5083 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
瓶

モイオパミン３７０注５０ｍＬ 光製薬 3,477
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注射薬 7219412A6047 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１瓶

バイステージ注３７０ 大洋薬品工業 3,980

注射薬 7219412A6080 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１瓶

オイパロミン３７０注１００ｍＬ 富士製薬工業 5,073

注射薬 7219412A6098 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１瓶

モイオパミン３７０注１００ｍＬ 光製薬 5,817

注射薬 7219412A7051 イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ１
瓶

バイステージ注１５０ 大洋薬品工業 1,393

注射薬 7219412A7060 イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ１
瓶

オイパロミン１５０注５０ｍＬ 富士製薬工業 1,393

注射薬 7219412A8058 イオパミドール ３０．６２％２００ｍＬ
１瓶

バイステージ注１５０ 大洋薬品工業 3,738

注射薬 7219412A8066 イオパミドール ３０．６２％２００ｍＬ
１瓶

オイパロミン１５０注２００ｍＬ 富士製薬工業 5,154

注射薬 7219412A9062 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１
瓶

バイステージ注３００ 大洋薬品工業 1,273

注射薬 7219412A9070 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１
瓶

オイパロミン３００注２０ｍＬ 富士製薬工業 1,177

注射薬 7219412A9089 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１
瓶

モイオパミン３００注２０ｍＬ 光製薬 1,761

注射薬 7219412G1048 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１筒

オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 5,235

注射薬 7219412G1056 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１筒

モイオパミン注３００シリンジ 光製薬 4,548

注射薬 7219412G2060 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
筒

オイパロミン３００注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 3,104

注射薬 7219412G2079 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
筒

モイオパミン注３００シリンジ 光製薬 3,375

注射薬 7219412G2087 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
筒

バイステージ注３００シリンジ５０ｍＬ 大洋薬品工業 2,803

注射薬 7219412G3032 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１筒

バイステージ注３００ 大洋薬品工業 5,235

注射薬 7219412G5043 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１筒

バイステージ注３７０シリンジ１００ｍＬ 大洋薬品工業 5,065

注射薬 7219412G6040 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１
筒

オイパロミン３００注シリンジ８０ｍＬ 富士製薬工業 4,326

注射薬 7219412G6058 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１
筒

バイステージ注３００シリンジ８０ｍＬ 大洋薬品工業 3,996

注射薬 7219412G6066 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１
筒

モイオパミン注３００シリンジ 光製薬 4,326

注射薬 7219412G7046 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１筒

オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 5,973

注射薬 7219412G7054 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１筒

モイオパミン注３７０シリンジ 光製薬 5,973

注射薬 7219412G9057 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１
筒

オイパロミン３７０注シリンジ８０ｍＬ 富士製薬工業 4,562

注射薬 7219412G9065 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１
筒

バイステージ注３７０シリンジ８０ｍＬ 大洋薬品工業 4,244

注射薬 7219412G9073 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１
筒

モイオパミン注３７０シリンジ 光製薬 4,562

注射薬 7219412H1060 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１
瓶

バイステージ注３７０ 大洋薬品工業 1,761

注射薬 7219412H1078 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１
瓶

オイパロミン３７０注２０ｍＬ 富士製薬工業 1,224

注射薬 7219412H1086 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１
瓶

モイオパミン３７０注２０ｍＬ 光製薬 1,761

注射薬 7219412H2031 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１袋

モイオパミン注３００ 光製薬 4,548

注射薬 7219412H3038 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
袋

モイオパミン注３００ 光製薬 3,143

注射薬 7219412P1048 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
筒

モイオパミン注３７０シリンジ 光製薬 3,938

注射薬 7219412P1056 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
筒

バイステージ注３７０シリンジ５０ｍＬ 大洋薬品工業 3,005

注射薬 7219412P1064 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
筒

オイパロミン３７０注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 3,005

注射薬 7219415A8035 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１
瓶

イオベリン注３００ 大洋薬品工業 796

注射薬 7219415A8051 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１
瓶

イオヘキソール３００注１０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 699

注射薬 7219415A8060 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１
瓶

イオパーク３００注１０ｍＬ 富士製薬工業 865

注射薬 7219415A9040 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１
瓶

イオベリン注３００ 大洋薬品工業 1,289

注射薬 7219415A9058 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１
瓶

イオパーク３００注２０ｍＬ 富士製薬工業 1,535

注射薬 7219415A9074 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１
瓶

イオヘキソール３００注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 1,289

注射薬 7219415G1041 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ
１筒

イオパーク２４０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 5,975

注射薬 7219415G2048 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

イオベリンシリンジ３００ 大洋薬品工業 3,640

注射薬 7219415G2056 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

イオパーク３００注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 4,015

注射薬 7219415G2072 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

イオソール注３００シリンジ５０ｍＬ 東和薬品 2,845

注射薬 7219415G2080 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

イオヘキソール３００注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 3,256

注射薬 7219415G3036 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

イオベリンシリンジ３００ 大洋薬品工業 5,505

注射薬 7219415G3052 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

モイオパーク３００シリンジ 興和 4,564

注射薬 7219415G3087 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

イオパーク３００注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 6,814

注射薬 7219415G3095 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

イオヘキソール注３００シリンジ「ＨＫ」 光製薬 4,564

注射薬 7219415G3109 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

イオソール注３００シリンジ１００ｍＬ 東和薬品 5,138

注射薬 7219415G4040 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

イオベリンシリンジ３００ 大洋薬品工業 5,246
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注射薬 7219415G4059 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

イオパーク３００注シリンジ８０ｍＬ 富士製薬工業 5,933

注射薬 7219415G4075 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

イオソール注３００シリンジ８０ｍＬ 東和薬品 4,276

注射薬 7219415G4083 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

イオヘキソール３００注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 4,276

注射薬 7219415G5039 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１筒

イオベリンシリンジ３５０ 大洋薬品工業 5,819

注射薬 7219415G5055 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１筒

イオパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 7,430

注射薬 7219415G6043 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

イオソール注３００シリンジ１５０ｍＬ 東和薬品 8,081

注射薬 7219415G6051 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

イオパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ 富士製薬工業 10,784

注射薬 7219415G6060 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

イオヘキソール３００注シリンジ１５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 5,596

注射薬 7219415G6078 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

イオベリン３００注シリンジ１５０ｍＬ 大洋薬品工業 7,514

注射薬 7219415G7040 イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ
１筒

イオソール注３００シリンジ１２５ｍＬ 東和薬品 6,864

注射薬 7219415G7058 イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ
１筒

イオパーク３００注シリンジ１２５ｍＬ 富士製薬工業 8,748

注射薬 7219415G7066 イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ
１筒

イオヘキソール３００注シリンジ１２５ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 5,259

注射薬 7219415G7074 イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ
１筒

イオベリン３００注シリンジ１２５ｍＬ 大洋薬品工業 6,864

注射薬 7219415G8046 イオヘキソール ７５．４９％７０ｍＬ１
筒

イオパーク３５０注シリンジ７０ｍＬ 富士製薬工業 5,453

注射薬 7219415G8054 イオヘキソール ７５．４９％７０ｍＬ１
筒

イオベリン３５０注シリンジ７０ｍＬ 大洋薬品工業 5,819

注射薬 7219415H1055 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
瓶

イオベリン注３００ 大洋薬品工業 3,483

注射薬 7219415H1063 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
瓶

イオパーク３００注５０ｍＬ 富士製薬工業 3,662

注射薬 7219415H1080 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
瓶

イオヘキソール３００注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 3,105

注射薬 7219415H2043 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１瓶

イオベリン注３００ 大洋薬品工業 5,465

注射薬 7219415H2060 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１瓶

イオパーク３００注１００ｍＬ 富士製薬工業 6,695

注射薬 7219415H3040 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１
瓶

イオベリン注３５０ 大洋薬品工業 1,795

注射薬 7219415H3058 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１
瓶

イオパーク３５０注２０ｍＬ 富士製薬工業 1,795

注射薬 7219415H4046 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１
瓶

イオベリン注３５０ 大洋薬品工業 4,178

注射薬 7219415H4054 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１
瓶

イオパーク３５０注５０ｍＬ 富士製薬工業 4,178

注射薬 7219415H5034 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１瓶

イオベリン注３５０ 大洋薬品工業 6,861

注射薬 7219415H5050 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１瓶

イオパーク３５０注１００ｍＬ 富士製薬工業 7,430

注射薬 7219415H6049 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１瓶

イオパーク３００注１５０ｍＬ 富士製薬工業 9,759

注射薬 7219415H6057 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１瓶

イオヘキソール３００注１５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 8,620

注射薬 7219415H6065 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１瓶

イオベリン３００注１５０ｍＬ 大洋薬品工業 7,157

注射薬 7219415H7037 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１袋

イオヘキソール３００注「ＨＫ」 光製薬 5,913

注射薬 7219418A6044 イオプロミド ６２．３４％２０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３００注２０ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

1,601

注射薬 7219418A7040 イオプロミド ６２．３４％５０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３００注５０ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

3,741

注射薬 7219418A8047 イオプロミド ６２．３４％１００ｍＬ
１瓶

イオプロミド３００注１００ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

7,090

注射薬 7219418A9043 イオプロミド ７６．８９％２０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３７０注２０ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

1,811

注射薬 7219418G1045 イオプロミド ６２．３４％１００ｍＬ
１筒

イオプロミド３００注シリンジ１００ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

7,388

注射薬 7219418G2033 イオプロミド ６２．３４％５０ｍＬ１
筒

イオプロミド３００注シリンジ５０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

3,960

注射薬 7219418G3030 イオプロミド ６２．３４％８０ｍＬ１
筒

イオプロミド３００注シリンジ８０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

5,978

注射薬 7219418G4028 イオプロミド ７６．８９％５０ｍＬ１
筒

イオプロミド３７０注シリンジ５０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

4,525

注射薬 7219418G5024 イオプロミド ７６．８９％８０ｍＬ１
筒

イオプロミド３７０注シリンジ８０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

7,415

注射薬 7219418G6020 イオプロミド ７６．８９％１００ｍＬ
１筒

イオプロミド３７０注シリンジ１００ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

8,866

注射薬 7219418H1040 イオプロミド ７６．８９％５０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３７０注５０ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

4,180

注射薬 7219418H2047 イオプロミド ７６．８９％１００ｍＬ
１瓶

イオプロミド３７０注１００ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

7,870

注射薬 7223401A1031 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 ヒルロック注０．５ 沢井製薬 603
注射薬 7223401A1066 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 ヒシダリン注０．５ｍｇ ニプロファーマ 502
注射薬 7223401A1082 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 ボグニン注０．５ｍｇ 日医工ファーマ 502
注射薬 7223401A2046 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 ボグニン注１ｍｇ 日医工ファーマ 1,237
注射薬 7223401A2054 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルロック注１ 沢井製薬 1,237
注射薬 7223401A2062 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 ヒシダリン注１ｍｇ ニプロファーマ 1,020
注射薬 7223401A3034 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルロック注２ 沢井製薬 2,559
注射薬 7223401A3050 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒシダリン注２ｍｇ ニプロファーマ 2,559
注射薬 7223401A3085 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 ボグニン注２ｍｇ 日医工ファーマ 1,852
注射薬 7229400D1088 グルカゴン １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１瓶

（溶解液付）
グルカゴン注射用１単位「イトウ」 ＩＬＳ 1,983

注射薬 7229400D1096 グルカゴン １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１瓶
（溶解液付）

グルカゴン注射用１単位「Ｆ」 富士製薬工業 1,705

注射薬 7290402A2035 フルオレセイン １０％５ｍＬ１瓶 フルオレサイト静注５００ｍｇ 日本アルコン 1,190
注射薬 7290405A7030 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１０ｍＬ１

筒
ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１０ｍＬ「ＤＫ」

大興製薬 5,222
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注射薬 7290405A7049 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１０ｍＬ「ＳＮ」

シオノケミカル 5,222

注射薬 7290405A7057 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１０ｍＬ「タイヨー」

大洋薬品工業 5,470

注射薬 7290405A7065 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１０ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 5,222

注射薬 7290405A7081 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１０ｍＬ「トーワ」

東和薬品 5,222

注射薬 7290405A8037 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１５ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１５ｍＬ「ＤＫ」

大興製薬 5,992

注射薬 7290405A8045 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１５ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１５ｍＬ「ＳＮ」

シオノケミカル 6,280

注射薬 7290405A8053 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１５ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１５ｍＬ「タイヨー」

大洋薬品工業 6,849

注射薬 7290405A8061 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１５ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１５ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 5,588

注射薬 7290405A8088 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１５ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１５ｍＬ「トーワ」

東和薬品 5,588

注射薬 7290405A9033 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％２０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ２０ｍＬ「ＤＫ」

大興製薬 7,015

注射薬 7290405A9041 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％２０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ２０ｍＬ「ＳＮ」

シオノケミカル 7,605

注射薬 7290405A9050 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％２０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ２０ｍＬ「タイヨー」

大洋薬品工業 7,605

注射薬 7290405A9068 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％２０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ２０ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 7,015

注射薬 7290405A9084 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％２０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ２０ｍＬ「トーワ」

東和薬品 7,015

注射薬 7290405G1035 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％５ｍＬ１筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ５ｍＬ「ＤＫ」

大興製薬 3,533

注射薬 7290405G1043 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％５ｍＬ１筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ５ｍＬ「ＳＮ」

シオノケミカル 3,533

注射薬 7290405G1051 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％５ｍＬ１筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ５ｍＬ「タイヨー」

大洋薬品工業 3,533

注射薬 7290405G1060 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％５ｍＬ１筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ５ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 3,533

注射薬 7290405G1086 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％５ｍＬ１筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ５ｍＬ「トーワ」

東和薬品 3,328

注射薬 7290405G3020 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１３ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１３ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 5,588

注射薬 7290408G1047 ガドジアミド水和物 ３２．３％１０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ１０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 4,455

注射薬 7290408G1055 ガドジアミド水和物 ３２．３％１０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ１０ｍＬ「トー
ワ」

東和薬品 4,455

注射薬 7290408G1063 ガドジアミド水和物 ３２．３％１０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ１０ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 4,868

注射薬 7290408G2043 ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ１５ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 6,231

注射薬 7290408G2051 ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ１５ｍＬ「トー
ワ」

東和薬品 6,231

注射薬 7290408G2060 ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ１５ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 6,768

注射薬 7290408G3040 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ２０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 8,577

注射薬 7290408G3058 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ２０ｍＬ「トー
ワ」

東和薬品 8,577

注射薬 7290408G3066 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ２０ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 9,220

注射薬 7290408G4046 ガドジアミド水和物 ３２．３％５ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ５ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 2,589
注射薬 7290408G4054 ガドジアミド水和物 ３２．３％５ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ５ｍＬ「トー

ワ」
東和薬品 2,589

注射薬 7290408G4062 ガドジアミド水和物 ３２．３％５ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ５ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 2,532
注射薬 7290408G5026 ガドジアミド水和物 ３２．３％１３ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ１３ｍＬ

「Ｆ」
富士製薬工業 6,144

注射薬 8114402G1039 モルヒネ塩酸塩水和物 １％１０ｍＬ１筒 麻 プレペノン注１００ｍｇシリンジ テルモ 2,773
注射薬 8114402G2035 モルヒネ塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１筒 麻 プレペノン注５０ｍｇシリンジ テルモ 1,410
注射薬 8219400A1055 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％２ｍＬ１管 麻 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」 ヤンセンファーマ 228
注射薬 8219400A2043 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％５ｍＬ１管 麻 フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「ヤンセン」 ヤンセンファーマ 544

注射薬 8219400A3023 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％１０ｍＬ１
管

麻 フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤンセン」 ヤンセンファーマ 1,049

外用薬 1116701X1023 亜酸化窒素・酸素 ３０％１Ｌ アネソキシン－３０ 昭和電工 6.30
外用薬 1116701X1031 亜酸化窒素・酸素 ３０％１Ｌ アネックス－３０ 和歌山酸素 6.30
外用薬 1116702X1028 亜酸化窒素・酸素 ５０％１Ｌ アネソキシン－５０ 昭和電工 7.60
外用薬 1116702X1036 亜酸化窒素・酸素 ５０％１Ｌ アネックス－５０ 和歌山酸素 7.60
外用薬 1119701G1068 イソフルラン １ｍＬ 局 イソフルラン「ＡＷ」 エア・ウォーター 40.10
外用薬 1119701G1076 イソフルラン １ｍＬ 局 エスカイン吸入麻酔液 マイラン製薬 30.10
外用薬 1119702G1038 セボフルラン １ｍＬ セボネス バクスター 49.10
外用薬 1119702G1054 セボフルラン １ｍＬ 局 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 マイラン製薬 49.10
外用薬 1141700J3064 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アフロギス坐剤２００ 日新製薬（山形） 19.30
外用薬 1141700J3072 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 パラセタ坐剤２００ シオエ製薬 20.30
外用薬 1141700J3137 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＴＹ

Ｋ」
大正薬品工業 19.30

外用薬 1141700J3145 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 19.30

外用薬 1143700J5029 アスピリン ７５０ｍｇ１個 サリチゾン坐薬７５０ 昭和薬品化工 21.10
外用薬 1147700J1022 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 アデフロニックズポ１２．５ 大洋薬品工業 19.30
外用薬 1147700J1030 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 アナバン坐剤１２．５ 富士化学工業 30.80
外用薬 1147700J1081 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ボラボミン坐剤１２．５ｍｇ 鶴原製薬 19.30
外用薬 1147700J1090 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ボンフェナック坐剤１２．５ 京都薬品工業 19.30
外用薬 1147700J1111 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ベギータ坐剤１２．５ シオノケミカル 19.30
外用薬 1147700J1120 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ボナフェック坐剤１２．５ 日新製薬（山形） 19.30
外用薬 1147700J1138 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 メリカット坐剤１２．５ 日医工ファーマ 19.30
外用薬 1147700J1146 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリック 19.30

外用薬 1147700J1154 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「タ
ナベ」

長生堂製薬 19.30

外用薬 1147700J2029 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 アデフロニックズポ２５ 大洋薬品工業 19.30
外用薬 1147700J2037 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 アナバン坐剤２５ 富士化学工業 34.30
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外用薬 1147700J2045 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ボナフェック坐剤２５ 日新製薬（山形） 19.30
外用薬 1147700J2053 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ボラボミン坐剤２５ｍｇ 鶴原製薬 19.30
外用薬 1147700J2088 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ボンフェナック坐剤２５ 京都薬品工業 26.40
外用薬 1147700J2169 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ベギータ坐剤２５ シオノケミカル 19.30
外用薬 1147700J2177 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 メリカット坐剤２５ 日医工ファーマ 19.30
外用薬 1147700J2193 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ボルマゲン坐剤２５ｍｇ 大正薬品工業 19.30
外用薬 1147700J2207 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 19.30

外用薬 1147700J2215 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 19.30

外用薬 1147700J3033 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 アデフロニックズポ５０ 大洋薬品工業 19.30
外用薬 1147700J3041 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 アナバン坐剤５０ 富士化学工業 47.20
外用薬 1147700J3076 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ボナフェック坐剤５０ 日新製薬（山形） 19.30
外用薬 1147700J3106 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ボンフェナック坐剤５０ 京都薬品工業 30.80
外用薬 1147700J3181 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ベギータ坐剤５０ シオノケミカル 19.30
外用薬 1147700J3190 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 メリカット坐剤５０ 日医工ファーマ 22.60
外用薬 1147700J3211 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ボラボミン坐剤５０ｍｇ 鶴原製薬 20.20
外用薬 1147700J3220 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ボルマゲン坐剤５０ｍｇ 大正薬品工業 20.20
外用薬 1147700J3238 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 19.30

外用薬 1147700J3246 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 19.30

外用薬 1147700J4030 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１筒 レクトス注腸軟膏２５ｍｇ 日医工ファーマ 102.80
外用薬 1147700J5036 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１筒 レクトス注腸軟膏５０ｍｇ 日医工ファーマ 108.30
外用薬 1149700J1060 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 メジェイド坐剤５０ 日新製薬（山形） 24.70
外用薬 1149700J1086 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 19.30
外用薬 1149700J1094 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 レイナノン坐剤５０ シオノケミカル 24.70
外用薬 1149700J2066 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 メジェイド坐剤７５ 日新製薬（山形） 27.30
外用薬 1149700J2082 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 レイナノン坐剤７５ シオノケミカル 27.30
外用薬 1149700J2090 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 22.00
外用薬 1149701J1013 ピロキシカム ２０ｍｇ１個 ピロキシカム２０ｍｇ坐剤 23.70
外用薬 1214700P1046 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ パートランゼリー２％ 日新製薬（山形） 5.50
外用薬 1214700P1062 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ アネトカインゼリー２％ 小林化工 5.10
外用薬 1214701R1041 リドカイン １ｇ パートランポンプスプレー８％ 日新製薬（山形） 19.00
外用薬 1214701R1050 リドカイン １ｇ キシロカインポンプスプレー８％ アストラゼネカ 23.70
外用薬 1214701S1043 リドカイン （１８ｍｇ）３０．５ｍ

ｍ×５０．０ｍｍ１枚
ユーパッチテープ１８ｍｇ 祐徳薬品工業 36.00

外用薬 1214701S1060 リドカイン （１８ｍｇ）３０．５ｍ
ｍ×５０．０ｍｍ１枚

リドカインテープ１８ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 36.00

外用薬 1214701S1078 リドカイン （１８ｍｇ）３０．５ｍ
ｍ×５０．０ｍｍ１枚

リドカインテープ１８ｍｇ「ニプロ」 ニプロパッチ 36.00

外用薬 1311705Q1056 トロピカミド ０．４％１ｍＬ サンドールＭＹ点眼液０．４％ 日本点眼薬研究所 17.40
外用薬 1311706M1024 アトロピン硫酸塩水和物 １％１ｇ リュウアト１％眼軟膏 参天製薬 22.40
外用薬 1311706Q2022 アトロピン硫酸塩水和物 １％５ｍＬ１瓶 日点アトロピン点眼液１％ 日本点眼薬研究所 97.00
外用薬 1312701Q2078 ピロカルピン塩酸塩 １％５ｍＬ１瓶 アドソルボカルピン点眼液１％ 日本点眼薬研究所 131.00
外用薬 1312701Q3074 ピロカルピン塩酸塩 ２％５ｍＬ１瓶 アドソルボカルピン点眼液２％ 日本点眼薬研究所 157.50
外用薬 1313700Q2089 オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ ネオベノール点眼液０．４％ 日本点眼薬研究所 8.90
外用薬 1315700M1026 デキサメタゾン ０．０５％１ｇ サンテゾーン０．０５％眼軟膏 参天製薬 68.70
外用薬 1315700M2049 デキサメタゾン ０．１％１ｇ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％眼軟膏Ｔ 日東メディック 53.00
外用薬 1315701Q1073 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
０．０２％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０２％点眼液Ｔ 日東メディック 12.60

外用薬 1315701Q1090 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

０．０２％１ｍＬ ビジュアリン点眼液０．０２％ 千寿製薬 12.60

外用薬 1315701Q2053 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

０．０５％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０５％点眼液Ｔ 日東メディック 18.00

外用薬 1315701Q2061 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

０．０５％１ｍＬ ビジュアリン点眼液０．０５％ 千寿製薬 33.20

外用薬 1315701Q3076 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

０．１％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％点眼液Ｔ 日東メディック 18.00

外用薬 1315701Q4048 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

０．１％１ｍＬ ビジュアリン眼科耳鼻科用液０．１％ 千寿製薬 40.50

外用薬 1315702Q1060 デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

０．１％１ｍＬ テイカゾン点眼・点耳・点鼻液０．１％ テイカ製薬 19.30

外用薬 1315704Q1034 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ ピトス点眼液０．０２％ わかもと製薬 17.10
外用薬 1315704Q1042 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ フルオメソロン０．０２％点眼液 日本点眼薬研究所 19.80
外用薬 1315704Q1093 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ フルオロメトロン０．０２％点眼液Ｔ 日東メディック 17.10
外用薬 1315704Q1123 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ オドメール点眼液０．０２％ 千寿製薬 17.10
外用薬 1315704Q2049 フルオロメトロン ０．０５％１ｍＬ フルオメソロン０．０５％点眼液 日本点眼薬研究所 21.50
外用薬 1315704Q2057 フルオロメトロン ０．０５％１ｍＬ オドメール点眼液０．０５％ 千寿製薬 21.50
外用薬 1315704Q3037 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ ピトス点眼液０．１％ わかもと製薬 21.80
外用薬 1315704Q3045 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルオメソロン０．１％点眼液 日本点眼薬研究所 21.80
外用薬 1315704Q3100 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルオロメトロン０．１％点眼液Ｔ 日東メディック 21.80
外用薬 1315704Q3134 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ オドメール点眼液０．１％ 千寿製薬 25.40
外用薬 1315705M1045 プレドニゾロン酢酸エステル ０．２５％１ｇ 酢酸プレドニゾロン０．２５％眼軟膏Ｔ 日東メディック 42.50
外用薬 1315706Q2072 ベタメタゾンリン酸エステル

ナトリウム
０．１％１ｍＬ サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ 参天製薬 25.20

外用薬 1315706Q2080 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

０．１％１ｍＬ リノロサール眼科耳鼻科用液０．１％ わかもと製薬 25.20

外用薬 1315706Q2099 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

０．１％１ｍＬ ベルベゾロン眼耳鼻科用液０．１％ ニッテン 25.20

外用薬 1315706Q2110 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

０．１％１ｍＬ リンベタＰＦ眼耳鼻科用液０．１％ 日本点眼薬研究所 25.20

外用薬 1317702Q1064 クロラムフェニコール ５ｍｇ１ｍＬ クロラムフェニコール点眼液０．５％「ニッ
トー」

日東メディック 5.20

外用薬 1317706Q1089 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 リフタマイシン点眼液０．３％ わかもと製薬 17.10
外用薬 1317706Q1097 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 ゲンタロール点眼液０．３％ 日本点眼薬研究所 18.60
外用薬 1317706Q1100 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 硫酸ゲンタマイシン点眼液０．３％「ニットー」 日東メディック 17.10

外用薬 1319701Q1030 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール点眼液Ｔ１％ 東亜薬品 113.20
外用薬 1319701Q1056 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ メルカトア点眼液１％ 日新製薬（山形） 113.20
外用薬 1319701Q1064 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ リエントン点眼液１％ キョーリンリメディ

オ
100.90

外用薬 1319701Q1072 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ ブロキレートＰＦ点眼液１％ 日本点眼薬研究所 133.20
外用薬 1319701Q1080 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ ブロキレート点眼液１％ ニッテン 126.40
外用薬 1319701Q1099 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩点眼液１％「わかもと」 わかもと製薬 100.90

外用薬 1319701Q2036 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール点眼液Ｔ２％ 東亜薬品 150.30
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外用薬 1319701Q2052 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ メルカトア点眼液２％ 日新製薬（山形） 134.70
外用薬 1319701Q2060 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ リエントン点眼液２％ キョーリンリメディ

オ
150.30

外用薬 1319701Q2079 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ ブロキレートＰＦ点眼液２％ 日本点眼薬研究所 195.00
外用薬 1319701Q2087 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ ブロキレート点眼液２％ ニッテン 195.00
外用薬 1319701Q2095 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩点眼液２％「わかもと」 わかもと製薬 150.30

外用薬 1319702Q1069 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ リズモン点眼液０．２５％ わかもと製薬 77.70
外用薬 1319702Q1077 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ ファルチモ点眼液０．２５ キョーリンリメディ

オ
64.40

外用薬 1319702Q1085 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チアブート点眼液０．２５％ 日新製薬（山形） 50.60
外用薬 1319702Q1093 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロール点眼液Ｔ０．２５％ 東亜薬品 64.40
外用薬 1319702Q1115 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモレート点眼液０．２５％ ニッテン 77.70
外用薬 1319702Q1123 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロール点眼液０．２５％「テイカ」 テイカ製薬 64.40
外用薬 1319702Q1131 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモレートＰＦ点眼液０．２５％ 日本点眼薬研究所 77.70
外用薬 1319702Q2014 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩０．５％１ｍＬ点眼液 69.60

外用薬 1319702Q2057 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ リズモン点眼液０．５％ わかもと製薬 116.70
外用薬 1319702Q2103 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液Ｔ０．５％ 東亜薬品 106.40
外用薬 1319702Q2120 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモレート点眼液０．５％ ニッテン 116.70
外用薬 1319702Q2138 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液０．５％「テイカ」 テイカ製薬 106.40
外用薬 1319702Q2146 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモレートＰＦ点眼液０．５％ 日本点眼薬研究所 116.70
外用薬 1319703Q2086 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アゾテシン点眼液０．０２％ 参天製薬 84.80
外用薬 1319703Q2094 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズラビン点眼液０．０２％ 日本点眼薬研究所 84.80
外用薬 1319703Q2108 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズレン点眼液０．０２％「ニットー」 日東メディック 84.80
外用薬 1319703Q2116 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズレン点眼液０．０２％「わかもと」 わかもと製薬 84.80
外用薬 1319703Q2124 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ＡＺ点眼液０．０２％ ゼリア新薬工業 93.50
外用薬 1319706Q1083 ピレノキシン ０．００５％１ｍＬ（溶

解後の液として）
ピレノキシン点眼用０．００５％「ニットー」 日東メディック 6.70

外用薬 1319706Q3035 ピレノキシン ０．００５％５ｍＬ１瓶 カリーユニ点眼液０．００５％ 参天製薬 63.70
外用薬 1319709Q3020 コンドロイチン硫酸エステル

ナトリウム
１％５ｍＬ１瓶 アイドロイチン１％点眼液 参天製薬 84.80

外用薬 1319709Q3047 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

１％５ｍＬ１瓶 ムコロイド点眼液１％ 日本点眼薬研究所 84.80

外用薬 1319709Q4027 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

３％５ｍＬ１瓶 アイドロイチン３％点眼液 参天製薬 87.70

外用薬 1319709Q4060 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

３％５ｍＬ１瓶 ムコロイド点眼液３％ 日本点眼薬研究所 84.80

外用薬 1319710Q2051 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ファルコバ点眼液０．０２％ キョーリンリメディ
オ

84.80

外用薬 1319710Q2060 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ビタコバール点眼液０．０２％ 東亜薬品 84.80
外用薬 1319710Q2086 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 コバラム点眼液０．０２％ 日本点眼薬研究所 84.80
外用薬 1319710Q2094 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ソフティア点眼液０．０２％ 千寿製薬 84.80
外用薬 1319714Q3099 フラビンアデニンジヌクレオ

チド
０．０５％５ｍＬ１瓶 ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテン」 参天製薬 84.80

外用薬 1319714Q3110 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

０．０５％５ｍＬ１瓶 ＦＡＤ点眼液０．０５％「ニットー」 日東メディック 84.80

外用薬 1319716Q3055 硫酸亜鉛水和物 ０．０６％５ｍＬ１瓶 オフサリンＰ点眼液０．０６％ 日本点眼薬研究所 84.80
外用薬 1319716Q4035 硫酸亜鉛水和物 ０．２％５ｍＬ１瓶 サンチンク点眼液０．２％ 参天製薬 84.80
外用薬 1319717Q1170 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クモロールＰＦ点眼液２％ 日本点眼薬研究所 404.00
外用薬 1319717Q1189 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 メインター点眼液２％ マイラン製薬 382.90
外用薬 1319717Q1197 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ミタヤク点眼液２％ キョーリンリメディ

オ
190.10

外用薬 1319717Q1200 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ルゲオン点眼液２％ わかもと製薬 404.00
外用薬 1319717Q1219 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 アルギノン点眼液２％ 東亜薬品 281.20
外用薬 1319717Q1227 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クモロール点眼液２％ ニッテン 382.90
外用薬 1319717Q1235 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クールウェイ点眼液２％ 高田製薬 657.10
外用薬 1319717Q1243 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモリーク点眼液２％ テイカ製薬 238.50
外用薬 1319717Q1251 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ノスラン点眼液２％ 科研製薬 541.70
外用薬 1319717Q1260 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 オフタルギー点眼液２％ 日新製薬（山形） 190.10
外用薬 1319717Q1278 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモフェロン点眼液２％ 千寿製薬 281.20
外用薬 1319717Q1286 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 シズレミン点眼液２％ イセイ 161.50
外用薬 1319717Q1294 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 トーワタール点眼液２％ 東和薬品 190.10
外用薬 1319718Q1060 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ リゾティア点眼液０．５％ 千寿製薬 20.70
外用薬 1319718Q1078 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ムコゾーム点眼液０．５％ 参天製薬 20.70
外用薬 1319719M1054 アシクロビル ３％１ｇ ビルレクス眼軟膏３％ 日本点眼薬研究所 508.50
外用薬 1319720Q1083 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 プロビスク０．４眼粘弾剤１％ 日本アルコン 3,696.50
外用薬 1319720Q1113 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．４眼粘弾剤１％ 資生堂 6,185.50
外用薬 1319720Q1121 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ヒアガード０．４眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 3,227.50
外用薬 1319720Q1130 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．４眼粘弾剤１％「コーワ」 興和 3,227.50

外用薬 1319720Q1148 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ピオネス０．４眼粘弾剤１％ 大洋薬品工業 3,536.90
外用薬 1319720Q2063 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．５ｍＬ１筒 オペリード０．５眼粘弾剤１％ 資生堂 6,185.50
外用薬 1319720Q3060 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアール点眼液０．１ キョーリンリメディ

オ
200.20

外用薬 1319720Q3086 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 アイケア点眼液０．１％ 科研製薬 300.80
外用薬 1319720Q3094 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアロンサン点眼液０．１％ 東亜薬品 300.80
外用薬 1319720Q3108 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ティアバランス点眼液０．１％ 千寿製薬 327.10
外用薬 1319720Q3116 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」 日新製薬（山形） 186.50
外用薬 1319720Q3124 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ニッテ

ン」
ニッテン 200.20

外用薬 1319720Q3132 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％「日
点」

日本点眼薬研究所 204.90

外用薬 1319720Q3140 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」 ファイザー 200.20

外用薬 1319720Q3159 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファー
マ

200.20

外用薬 1319720Q3167 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ＴＳ」 テイカ製薬 200.20

外用薬 1319720Q5046 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 アイケアミニ点眼液０．３％ 科研製薬 16.70
外用薬 1319720Q5054 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアールミニ点眼液０．３％ キョーリンリメディ

オ
10.90

外用薬 1319720Q5062 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．３％「日新」 日新製薬（山形） 10.90

外用薬 1319720Q5070 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアロンサンミニ点眼液０．３％ 東亜薬品 16.70
外用薬 1319720Q5089 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％

「ニッテン」
ニッテン 10.90



区分
薬価基準収
載医薬品

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

外用薬 1319720Q5097 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％「日
点」

日本点眼薬研究所 10.90

外用薬 1319720Q5100 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ティアバランスミニムス点眼液０．３％ 千寿製薬 16.70
外用薬 1319720Q6077 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．７ｍＬ１筒 オペガンハイ０．７眼粘弾剤１％ 生化学工業 7,714.10
外用薬 1319720Q6085 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．７ｍＬ１筒 プロビスク０．７眼粘弾剤１％ 日本アルコン 3,696.50
外用薬 1319720Q7120 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペリード０．６眼粘弾剤１％ 資生堂 6,342.80
外用薬 1319720Q7162 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．６眼粘弾剤１％ 資生堂 6,342.80
外用薬 1319720Q7170 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアガード０．６眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 3,227.50
外用薬 1319720Q7189 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「コーワ」 興和 3,227.50

外用薬 1319720Q7197 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ピオネス０．６眼粘弾剤１％ 大洋薬品工業 3,536.90
外用薬 1319720Q8142 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ 資生堂 6,342.80
外用薬 1319720Q8150 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ピオネス０．８５眼粘弾剤１％ 大洋薬品工業 3,536.90
外用薬 1319720Q8169 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒアガード０．８５眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 3,227.50
外用薬 1319720Q8177 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 プロビスク０．８５眼粘弾剤１％ 日本アルコン 3,696.50
外用薬 1319720Q8193 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「コー

ワ」
興和 3,227.50

外用薬 1319720Q9050 ヒアルロン酸ナトリウム １％１．１ｍＬ１筒 オペリード１．１眼粘弾剤１％ 資生堂 6,480.00
外用薬 1319720Y2039 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ファイザー」 ファイザー 286.20

外用薬 1319720Y2047 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファー
マ

286.20

外用薬 1319720Y2055 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「ＴＳ」 テイカ製薬 286.20

外用薬 1319722M1048 オフロキサシン ０．３％１ｇ オフロキシン眼軟膏０．３％ 東亜薬品 81.10
外用薬 1319722Q1031 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オーハラキシン点眼液０．３％ 大原薬品工業 46.30
外用薬 1319722Q1040 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ キサトロン点眼液０．３％ 昭和薬品化工 53.10
外用薬 1319722Q1058 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オプール点眼液０．３％ 沢井製薬 57.00
外用薬 1319722Q1066 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オルカビット点眼液０．３％ シオノケミカル 46.30
外用薬 1319722Q1074 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリフロン点眼液０．３％ 東和薬品 46.30
外用薬 1319722Q1082 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ ファルキサシン点眼液０．３％ キョーリンリメディ

オ
37.90

外用薬 1319722Q1090 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキシン点眼液０．３％ 東亜薬品 67.20
外用薬 1319722Q1112 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサット点眼液０．３％ 日医工 53.10
外用薬 1319722Q1120 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリキサシン点眼液０．３％ 日新製薬（山形） 43.00
外用薬 1319722Q1139 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリザート点眼液０．３％ 大正薬品工業 43.00
外用薬 1319722Q1147 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ マロメール点眼液０．３％ 大興製薬 57.00
外用薬 1319722Q1155 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフテクター点眼液０．３％ 富士薬品 67.20
外用薬 1319722Q1171 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・オー

新薬
43.00

外用薬 1319722Q1180 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「タナベ」 長生堂製薬 43.00
外用薬 1319722Q2020 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシンゲル化点眼液０．３％「わかも

と」
わかもと製薬 81.00

外用薬 1319724Q1103 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン点眼液０．１％「わかもと」 わかもと製薬 23.30

外用薬 1319724Q1111 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ルポック点眼液０．１％ キョーリンリメディ
オ

25.20

外用薬 1319724Q1138 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ハオプラ点眼液０．１％ 日本点眼薬研究所 25.20
外用薬 1319724Q1146 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ムルキナ点眼液０．１％ 日東メディック 25.20
外用薬 1319724Q1154 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プロラノン点眼液０．１％ 参天製薬 30.50
外用薬 1319724Q1162 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ バルライザー点眼液０．１％ 日新製薬（山形） 23.30
外用薬 1319726Q1099 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ジクロスターＰＦ点眼液０．１％ 日本点眼薬研究所 51.00
外用薬 1319726Q1110 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ジクロスター点眼液０．１％ ニッテン 44.60
外用薬 1319726Q1129 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ジクロフェナック点眼液０．１％ 東亜薬品 51.00
外用薬 1319726Q1137 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ベギータ点眼液０．１％ シオノケミカル 44.60
外用薬 1319726Q1145 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ スタフルミン点眼液０．１％ 昭和薬品化工 44.60
外用薬 1319726Q1153 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ボナフェック点眼液０．１％ 日新製薬（山形） 33.90
外用薬 1319727Q1131 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ フロバール点眼液０．３％ マイラン製薬 71.00
外用薬 1319727Q1140 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ノキサシン点眼液０．３％ わかもと製薬 71.00
外用薬 1319727Q1166 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ミタトニン点眼液０．３％ キョーリンリメディ

オ
61.80

外用薬 1319727Q1182 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ノフロキサン点眼液０．３％ 日医工ファーマ 40.80
外用薬 1319727Q1190 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ バクファミル点眼液０．３％ 日新製薬（山形） 49.40
外用薬 1319727Q1204 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ビスコレット点眼液０．３％ 富士薬品 49.40
外用薬 1319727Q1212 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ マリオットン点眼液０．３％ 鶴原製薬 36.90
外用薬 1319730Q1010 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩３．４５ｍｇ５ｍＬ点眼

液
155.40

外用薬 1319730Q1206 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 セキトン点眼液０．０５％ キョーリンリメディ
オ

204.20

外用薬 1319730Q1214 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 フサコール点眼液０．０５％ メディサ新薬 421.60
外用薬 1319730Q1222 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンＰＦ点眼液０．０５％「日点」 日本点眼薬研究所 445.00
外用薬 1319730Q1230 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 242.30
外用薬 1319730Q1257 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 フマルトン点眼液０．０５％ ニッテン 392.20
外用薬 1319730Q1265 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 フマルフェン点眼液０．０５％ 日医工 242.30
外用薬 1319730Q1273 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 204.20
外用薬 1319730Q1281 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトテン点眼液０．０５％ 沢井製薬 296.90
外用薬 1319730Q1290 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 スプデル点眼液０．０５％ 東和薬品 204.20
外用薬 1319730Q1303 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ニチカード点眼液０．０５％ 日新製薬（山形） 179.60
外用薬 1319730Q1311 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＣＨ」 長生堂製薬 242.30
外用薬 1319730Q1320 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 マゴチフェン点眼液０．０５％ 鶴原製薬 204.20
外用薬 1319731Q4030 オキシグルタチオン ５００ｍＬ１キット オペガードネオキット眼灌流液０．０１８４％ 千寿製薬 4,323.80

外用薬 1319732Q1043 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
「ＴＳ」

テイカ製薬 254.80

外用薬 1319732Q1051 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
「サワイ」

沢井製薬 254.80

外用薬 1319732Q1060 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
「タイヨー」

大洋薬品工業 276.40

外用薬 1319732Q1078 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストンＰＦ点眼液０．１
２％「日点」

日本点眼薬研究所 276.40

外用薬 1319732Q1086 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
「ニッテン」

ニッテン 254.80

外用薬 1319733Q1048 ベタキソロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ベタキール０．５％点眼液 沢井製薬 253.50
外用薬 1319733Q1080 ベタキソロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ベタキソン点眼液０．５％ 日本点眼薬研究所 253.50
外用薬 1319735Q1047 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 アラジオフ点眼液０．１％ キョーリンリメディ

オ
501.80

外用薬 1319735Q1055 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ペミリドン点眼液０．１％ テイカ製薬 442.50
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外用薬 1319736Q1050 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ガレシロール点眼液０．５％ シオノケミカル 530.30
外用薬 1319736Q1092 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 530.30
外用薬 1319736Q1106 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 沢井製薬 530.30
外用薬 1319736Q1114 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「ＪＧ」 日本ジェネリック 530.30
外用薬 1319736Q1122 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
530.30

外用薬 1319739Q1045 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＡＡ」 バイオテックベイ 570.80
外用薬 1319739Q1053 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＫＲＭ」 キョーリンリメディ

オ
437.60

外用薬 1319739Q1061 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 545.90
外用薬 1319739Q1070 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 545.90
外用薬 1319739Q1088 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＳ」 テイカ製薬 437.60
外用薬 1319739Q1096 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「アメル」 共和薬品工業 570.80
外用薬 1319739Q1100 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「イセイ」 イセイ 512.00
外用薬 1319739Q1118 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「科研」 科研製薬 512.00
外用薬 1319739Q1126 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「キッセイ」 キッセイ薬品工業 476.70

外用薬 1319739Q1134 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ケミファ」 日本ケミファ 570.80

外用薬 1319739Q1142 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「コーワ」 興和 512.00
外用薬 1319739Q1150 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「サワイ」 沢井製薬 437.60
外用薬 1319739Q1169 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「三和」 三和化学研究所 374.40
外用薬 1319739Q1177 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「センジュ」 千寿製薬 570.80

外用薬 1319739Q1185 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「タカタ」 高田製薬 476.70
外用薬 1319739Q1193 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「トーワ」 東和薬品 512.00
外用薬 1319739Q1207 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「日医工」 日医工 374.40
外用薬 1319739Q1215 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニッテン」 ニッテン 545.90

外用薬 1319739Q1223 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」 日東メディック 570.80

外用薬 1319739Q1231 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「マイラン」 マイラン製薬 476.70

外用薬 1319739Q1240 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「わかもと」 わかもと製薬 512.00

外用薬 1319739Q1258 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」 日本点眼薬研究所 570.80

外用薬 1319739Q1266 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＰ」 ニプロファーマ 512.00
外用薬 1319739Q1274 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＣＨ」 長生堂製薬 437.60
外用薬 1319740Q1064 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 292.60
外用薬 1319740Q1072 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％「サワイ」 沢井製薬 240.60
外用薬 1319740Q1080 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％「ニッテン」 ニッテン 271.20
外用薬 1319740Q1099 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロールＰＦ点眼液０．２５％「日点」 日本点眼薬研究所 292.60
外用薬 1319740Q1102 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％「わかもと」 わかもと製薬 292.60
外用薬 1319742Q1047 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＣＨ」 長生堂製薬 84.60
外用薬 1319742Q1055 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＦＦＰ」 興和 84.60
外用薬 1319742Q1063 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＪＧ」 日本ジェネリック 84.60
外用薬 1319742Q1071 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＮＰ」 日東メディック 84.60
外用薬 1319742Q1080 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 84.60
外用薬 1319742Q1098 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 84.60
外用薬 1319742Q1101 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＹＤ」 陽進堂 84.60
外用薬 1319742Q1110 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「アメル」 共和薬品工業 84.60
外用薬 1319742Q1128 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「オーハラ」 大原薬品工業 84.60
外用薬 1319742Q1136 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「科研」 ダイト 84.60
外用薬 1319742Q1144 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「キッセイ」 キッセイ薬品工業 84.60
外用薬 1319742Q1152 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「杏林」 キョーリンリメディ

オ
84.60

外用薬 1319742Q1160 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「興和テバ」 大正薬品工業 84.60
外用薬 1319742Q1179 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「タカタ」 高田製薬 84.60
外用薬 1319742Q1187 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「トーワ」 東和薬品 84.60
外用薬 1319742Q1195 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「日医工」 日医工 84.60
外用薬 1319742Q1209 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「日新」 日新製薬（山形） 84.60
外用薬 1319742Q1217 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「日点」 日本点眼薬研究所 84.60
外用薬 1319742Q1225 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「マイラン」 マイラン製薬 84.60
外用薬 1319742Q1233 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「わかもと」 わかもと製薬 84.60
外用薬 1319744Q1038 レボブノロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ レボブノロール塩酸塩点眼液０．５％「ニッテ

ン」
ニッテン 317.60

外用薬 1319744Q1046 レボブノロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ レボブノロール塩酸塩ＰＦ点眼液０．５％「日
点」

日本点眼薬研究所 334.00

外用薬 1319746Q1037 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＴＳ」 テイカ製薬 110.50
外用薬 1319746Q1045 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「サワイ」 沢井製薬 104.60
外用薬 1319746Q1053 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「ＴＯ

Ａ」
東亜薬品 110.50

外用薬 1319746Q1061 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「三
和」

三和化学研究所 96.30

外用薬 1319746Q1070 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「わか
もと」

わかもと製薬 110.50

外用薬 1319746Q1088 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「イセイ」 イセイ 96.30
外用薬 1319746Q1096 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
104.60

外用薬 1319800M1040 エリスロマイシンラクトビオ
ン酸塩・コリスチンメタンス
ルホン酸ナトリウム

１ｇ エリコリ眼軟膏Ｔ 日東メディック 31.30

外用薬 1319801Q1062 エリスロマイシンラクトビオ
ン酸塩・コリスチンメタンス
ルホン酸ナトリウム

１ｍＬ 点眼用エリコリＴ 日東メディック 13.70

外用薬 1319802Q2020 クロラムフェニコール・コリ
スチンメタンスルホン酸ナト
リウム

５ｍＬ１瓶 オフサロン点眼液 わかもと製薬 84.80

外用薬 1319802Q2039 クロラムフェニコール・コリ
スチンメタンスルホン酸ナト
リウム

５ｍＬ１瓶 コリナコール点眼液 日本点眼薬研究所 84.80

外用薬 1319809X2051 ネオスチグミン・無機塩類配
合剤

５ｍＬ１瓶 マイピリン点眼液 日本点眼薬研究所 84.80

外用薬 1319810Q1029 トロピカミド・フェニレフリ
ン塩酸塩

１ｍＬ オフミック点眼液 わかもと製薬 22.00

外用薬 1319810Q1061 トロピカミド・フェニレフリ
ン塩酸塩

１ｍＬ サンドールＰ点眼液 日本点眼薬研究所 26.60
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外用薬 1319811Q2038 フラビンアデニンジヌクレオ
チドナトリウム・コンドロイ
チン硫酸エステルナトリウム

５ｍＬ１瓶 ムコティア点眼液 日本点眼薬研究所 84.80

外用薬 1319813Q1057 フラジオマイシン硫酸塩・ベ
タメタゾンリン酸エステルナ
トリウム

１ｍＬ ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 日本点眼薬研究所 38.50

外用薬 1319816Q1034 ヒアルロン酸ナトリウム・コ
ンドロイチン硫酸エステルナ
トリウム

０．５ｍＬ１筒 ビスコート０．５眼粘弾剤 日本アルコン 6,241.20

外用薬 1329700Q1139 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

メインター点鼻液２％ マイラン製薬 407.30

外用薬 1329700Q1147 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

ミタヤク点鼻液２％ キョーリンリメディ
オ

316.00

外用薬 1329700Q1155 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

クモロール点鼻液２％ 日本点眼薬研究所 316.00

外用薬 1329700Q1163 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

ノスラン点鼻液２％ 科研製薬 556.30

外用薬 1329700Q1180 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

シオミスト点鼻液２％ シオノケミカル 316.00

外用薬 1329700Q1198 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

トーワタール点鼻液２％ 東和薬品 342.10

外用薬 1329700Q1201 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

ルゲオン点鼻液２％ 協和新薬 316.00

外用薬 1329702R3101 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 アルベゾン点鼻液０．１％ 大洋薬品工業 332.20

外用薬 1329702R3110 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 ナイスピー点鼻液５０μｇ 東興薬品工業 590.10

外用薬 1329702R3128 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 ベクローゼ点鼻液０．１％ 日本点眼薬研究所 332.20

外用薬 1329702R3144 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 アルデシンＡＱネーザル５０μｇ ＭＳＤ 791.30

外用薬 1329702R3152 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 タウナスアクアスプレー点鼻５０μｇ 共和薬品工業 411.50

外用薬 1329702R3160 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 ペンブリンＡＱネーザル５０μｇ 沢井製薬 411.50

外用薬 1329702R3179 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 アルロイヤー点鼻液５０μｇ 大正薬品工業 745.30

外用薬 1329702R3187 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 ナナドラＡＱネーザル５０μｇ 日本化薬 500.60

外用薬 1329702R5031 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

９．３７５ｍｇ７．５ｇ
１瓶

マイリー点鼻液０．１２５％ マイラン製薬 477.70

外用薬 1329702R7034 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

１．５０ｍｇ０．９０８
７ｇ１瓶

ベクロメタゾン鼻用パウダー２５μｇ「トーワ」 東和薬品 810.90

外用薬 1329705Q1190 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

エレクター点鼻液０．０５％ マイラン製薬 435.20

外用薬 1329705Q1204 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

セキトン点鼻液０．０５５％ キョーリンリメディ
オ

258.00

外用薬 1329705Q1212 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ケトチフェン点鼻液０．０５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 465.40

外用薬 1329705Q1220 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フマルトン点鼻液０．０５％ 日本点眼薬研究所 303.70

外用薬 1329705Q1239 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ケトチフェン点鼻液０．０５％「タイヨー」 大洋薬品工業 303.70

外用薬 1329705Q1247 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ケトチフェンネーザル０．０５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 303.70

外用薬 1329705Q1255 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ケトテン点鼻液０．０５％ 沢井製薬 384.50

外用薬 1329705Q1263 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

スプデル点鼻液０．０５％ 東和薬品 347.30

外用薬 1329705Q1271 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フサコール点鼻液０．０５％ メディサ新薬 384.50

外用薬 1329705Q1280 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ケトチフェン点鼻液０．０５％「ＣＨ」 長生堂製薬 303.70

外用薬 1329705Q1301 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

マゴチフェン点鼻液０．０５％ 鶴原製薬 303.70

外用薬 1329706Q1047 オフロキサシン ３ｍｇ１ｍＬ タリザート耳科用液０．３％ 大正薬品工業 85.40
外用薬 1329707Q1041 フルチカゾンプロピオン酸エ

ステル
２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 キリガミール点鼻液５０μｇ２８噴霧用 寿製薬 577.60

外用薬 1329707Q1050 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 スカイロン点鼻液５０μｇ２８噴霧用 東興薬品工業 618.30

外用薬 1329707Q1068 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「アメル」２８噴霧
用

共和薬品工業 512.10

外用薬 1329707Q1076 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワイ」２８噴霧
用

沢井製薬 512.20

外用薬 1329707Q1092 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」２８噴霧
用

東和薬品 577.60

外用薬 1329707Q1106 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカノーズ点鼻液５０μｇ　２８噴霧用 興和テバ 512.10

外用薬 1329707Q1122 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「Ｃ
Ｈ」２８噴霧用

長生堂製薬 429.00

外用薬 1329707Q1130 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「Ｐ
Ｈ」２８噴霧用

キョーリンリメディ
オ

512.10

外用薬 1329707Q1149 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「タイ
ヨー」２８噴霧用

大洋薬品工業 429.00

外用薬 1329707Q1165 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フロラーズ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 日本臓器製薬 659.20

外用薬 1329707Q1173 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 ミリカレット点鼻液５０μｇ２８噴霧用 大正薬品工業 577.60

外用薬 1329707Q1190 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「イセイ」２８噴霧
用

イセイ 429.00

外用薬 1329707Q1203 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「マイ
ラン」２８噴霧用

マイラン製薬 512.10

外用薬 1329707Q1211 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 ファビ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 三和化学研究所 577.60

外用薬 1329707Q1220 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ガレン」２８噴霧
用

日医工ファーマ 429.00

外用薬 1329707Q1238 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ
ｇ「日医工」２８噴霧用

日医工 429.00

外用薬 1329707Q2048 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「アメル」５
６噴霧用

共和薬品工業 590.20
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外用薬 1329707Q2056 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「イセイ」５
６噴霧用

イセイ 516.10

外用薬 1329707Q2064 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「サワイ」５
６噴霧用

沢井製薬 549.30

外用薬 1329707Q2072 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液２５μ
ｇ小児用「ＰＨ」５６噴霧用

キョーリンリメディ
オ

549.30

外用薬 1329707Q2080 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「日医工」５
６噴霧用

日医工ファーマ 590.20

外用薬 1329707Q3028 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ファビ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 三和化学研究所 1,071.30

外用薬 1329707Q3036 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「アメル」５６噴霧
用

共和薬品工業 968.10

外用薬 1329707Q3044 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「イセイ」５６噴霧
用

イセイ 693.10

外用薬 1329707Q3060 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「Ｐ
Ｈ」５６噴霧用

キョーリンリメディ
オ

968.10

外用薬 1329707Q3079 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ミリカレット点鼻液５０μｇ５６噴霧用 大正薬品工業 1,193.90

外用薬 1329707Q3095 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 スカイロン点鼻液５０μｇ５６噴霧用 東興薬品工業 1,193.90

外用薬 1329707Q3109 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカノーズ点鼻液５０μｇ　５６噴霧用 興和テバ 968.10

外用薬 1329707Q3117 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワイ」５６噴霧
用

沢井製薬 1,071.30

外用薬 1329707Q3125 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」５６噴霧
用

東和薬品 968.10

外用薬 1329707Q3133 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ
ｇ「日医工」５６噴霧用

日医工 968.10

外用薬 1329707Q3141 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ガレン」５６噴霧
用

日医工ファーマ 968.10

外用薬 1329707Q3150 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「マイ
ラン」５６噴霧用

マイラン製薬 968.10

外用薬 1329707Q3168 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フロラーズ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 日本臓器製薬 1,193.90

外用薬 1329707Q3176 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「Ｃ
Ｈ」５６噴霧用

長生堂製薬 693.10

外用薬 1329707Q3184 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 キリガミール点鼻液５０μｇ５６噴霧用 寿製薬 968.10

外用薬 2171700S1109 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 ニトラステープ４０ｍｇ 大協薬品工業 48.10
外用薬 2171700S1117 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 アパティアテープ４０ｍｇ 帝國製薬 45.10
外用薬 2171700S1125 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 イソピットテープ４０ｍｇ 東光薬品工業 55.80
外用薬 2171700S1133 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 救急薬品工業 40.90
外用薬 2171700S2083 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 サワドールテープ４０ｍｇ 沢井製薬 52.30
外用薬 2171700S2091 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 リファタックテープ４０ｍｇ メディサ新薬 38.70
外用薬 2171701S6032 ニトログリセリン （２７ｍｇ）９．６ｃ㎡

１枚
ジドレンテープ２７ｍｇ 東和薬品 72.50

外用薬 2233700G1062 アセチルシステイン １７．６２％２ｍＬ１管 サテリット注入・吸入用液２０Ｗ／Ｖ％ 昭和薬品化工 49.40
外用薬 2234700G1043 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 10.30

外用薬 2259701G1039 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管 リノジェット吸入液 共和薬品工業 33.80
外用薬 2259701G1047 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管 ステリ・ネブ　クロモリン吸入液１％ 大正薬品工業 44.00
外用薬 2259701G1055 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管 クリード吸入液１％ 沢井製薬 44.00
外用薬 2259707S1039 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 セキナリンテープ０．５ｍｇ ジェイドルフ製薬 33.60
外用薬 2259707S1047 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５「ＥＭＥＣ」 ニプロパッチ 31.80
外用薬 2259707S1055 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 31.80
外用薬 2259707S1063 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 33.60
外用薬 2259707S1071 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 24.30
外用薬 2259707S1080 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「日医工」 日医工 28.20
外用薬 2259707S1098 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテンテープ０．５ｍｇ 祐徳薬品工業 33.60
外用薬 2259707S1101 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブニストテープ０．５ｍｇ 高田製薬 28.20
外用薬 2259707S1110 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 28.20
外用薬 2259707S1128 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５「オーハラ」 大原薬品工業 18.00
外用薬 2259707S1136 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 28.20
外用薬 2259707S1144 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 26.50
外用薬 2259707S1152 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 24.30
外用薬 2259707S1160 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 18.00
外用薬 2259707S2035 ツロブテロール １ｍｇ１枚 セキナリンテープ１ｍｇ ジェイドルフ製薬 45.50
外用薬 2259707S2043 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１「ＥＭＥＣ」 ニプロパッチ 43.30
外用薬 2259707S2051 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 43.30
外用薬 2259707S2060 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 45.50
外用薬 2259707S2078 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 32.00
外用薬 2259707S2086 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「日医工」 日医工 36.90
外用薬 2259707S2094 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテンテープ１ｍｇ 祐徳薬品工業 45.50
外用薬 2259707S2108 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブニストテープ１ｍｇ 高田製薬 36.90
外用薬 2259707S2116 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 36.90
外用薬 2259707S2124 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１「オーハラ」 大原薬品工業 29.80
外用薬 2259707S2132 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 36.90
外用薬 2259707S2140 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 36.90
外用薬 2259707S2159 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 32.00
外用薬 2259707S2167 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 29.80
外用薬 2259707S3031 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 セキナリンテープ２ｍｇ ジェイドルフ製薬 59.20
外用薬 2259707S3040 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２「ＥＭＥＣ」 ニプロパッチ 59.20
外用薬 2259707S3058 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 59.20
外用薬 2259707S3066 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 59.20
外用薬 2259707S3074 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 46.40
外用薬 2259707S3082 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「日医工」 日医工 46.40
外用薬 2259707S3090 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテンテープ２ｍｇ 祐徳薬品工業 59.20
外用薬 2259707S3104 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブニストテープ２ｍｇ 高田製薬 54.60
外用薬 2259707S3112 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 54.60
外用薬 2259707S3120 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２「オーハラ」 大原薬品工業 41.80
外用薬 2259707S3139 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 46.40
外用薬 2259707S3147 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 46.40
外用薬 2259707S3155 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 46.40
外用薬 2259707S3163 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 46.40
外用薬 2260700B1097 アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物
０．４％１ｇ ※ アズレン散含嗽用０．４％（大正薬品） 大正薬品工業 5.90
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外用薬 2260700B1100 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ マズレニンガーグル散０．４％ 丸石製薬 6.20

外用薬 2260700B1119 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ アズレン含嗽用散０．４％「トーワ」 東和薬品 5.90

外用薬 2260700B1127 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ バウロ散含嗽用０．４％ 堀井薬品工業 5.90

外用薬 2260700B1135 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「ＮＰ」 ニプロファーマ 5.90

外用薬 2260700B1143 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「ＫＲＭ」 キョーリンリメディ
オ

5.90

外用薬 2260700C1106 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ アズレン含嗽用顆粒０．４％「日医工」 日医工 5.90

外用薬 2260700C1114 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ エマーゲン顆粒含嗽用０．４％ 堀井薬品工業 5.90

外用薬 2260700C1122 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ アテネレン含嗽用顆粒０．４％ 鶴原製薬 5.90

外用薬 2260700C1130 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ 水溶性アズレン含嗽用顆粒０．４％「ＹＤ」 陽進堂 5.90

外用薬 2260700F1021 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズノールうがい液４％ 日本点眼薬研究所 48.90

外用薬 2260700F1030 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズガグルうがい液Ｔ４％ 東亜薬品 41.50

外用薬 2260700F1056 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレイうがい液４％ 協和新薬 53.70

外用薬 2260700F1080 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アボダースうがい液４％ 大洋薬品工業 41.50

外用薬 2260700F1099 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンガーグル４％「マイラン」 マイラン製薬 41.50

外用薬 2260700F1102 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ケンエー」 健栄製薬 41.50

外用薬 2260700F1129 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 41.50

外用薬 2260700F1137 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＴＳＵ」 鶴原製薬 41.50

外用薬 2260700F2028 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

１％１ｍＬ アズレワンうがい液１％ イセイ 12.00

外用薬 2260700F2036 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

１％１ｍＬ アズレン含嗽液アーズミンうがい液１％ 本草製薬 12.00

外用薬 2260701F1107 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポリヨードンガーグル兼一 兼一薬品工業 2.00
外用薬 2260701F1204 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ネグミンガーグル７％ マイラン製薬 2.40
外用薬 2260701F1212 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ネオヨジンガーグル７％ 岩城製薬 2.40
外用薬 2260701F1220 ポビドンヨード ７％１ｍＬ オラロン含嗽用液７％ 昭和薬品化工 2.60
外用薬 2260701F1239 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ＪＤガーグル７％ ジェイドルフ製薬 2.60
外用薬 2260701F1247 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポピヨードガーグル液７％ ヤクハン製薬 2.40
外用薬 2260701F1255 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポピヨドンガーグル７％ 吉田製薬 2.40
外用薬 2260701F1263 ポビドンヨード ７％１ｍＬ イオダインガーグル液７％ 健栄製薬 2.40
外用薬 2260701F1280 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 2.00
外用薬 2260701F1298 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポピロンガーグル７％ シオエ製薬 2.40
外用薬 2260701F1301 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ホモドンガーグル液７％ 陽進堂 2.40
外用薬 2260701F1328 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル液７％「東海」 東海製薬 2.60
外用薬 2260701F1336 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「メタル」 中北薬品 2.60
外用薬 2260701F1344 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポピラールガーグル７％ 日興製薬 2.40
外用薬 2260702F1063 アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物・炭酸水素ナトリウ
ム

０．１％１ｇ ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 ニプロファーマ 6.00

外用薬 2357701K1040 グリセリン ５０％１０ｍＬ グリセリン浣腸「ヤマゼン」 山善製薬 11.70
外用薬 2357701K1105 グリセリン ５０％１０ｍＬ グリセリン浣腸液５０％「ヨシダ」 吉田製薬 11.70
外用薬 2357701K1113 グリセリン ５０％１０ｍＬ ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 11.70
外用薬 2357701K3035 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ムネ」３０ ムネ製薬 74.20
外用薬 2357701K3043 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ 日医工ファーマ 70.80
外用薬 2357701K3051 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ヤマゼン」 山善製薬 70.80
外用薬 2357701K3124 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 74.20
外用薬 2357701K4082 グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 明治薬品 100.30
外用薬 2357701K4104 グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 100.30
外用薬 2357701K5038 グリセリン ５０％５０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 114.10
外用薬 2357701K6034 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ムネ」６０ ムネ製薬 97.80
外用薬 2357701K6050 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「オヲタ」６０ 日医工ファーマ 114.20
外用薬 2357701K6077 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ヤマゼン」 山善製薬 101.80
外用薬 2357701K6182 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 明治薬品 117.90
外用薬 2357701K6190 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「ＯＲＹ」 日医工 97.80
外用薬 2357701K6212 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 117.90
外用薬 2357701K8037 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ムネ」１２０ ムネ製薬 123.20
外用薬 2357701K8045 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ 日医工ファーマ 145.80
外用薬 2357701K8061 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ヤマゼン」 山善製薬 122.70
外用薬 2357701K8150 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 明治薬品 145.80
外用薬 2357701K8169 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「ＯＲＹ」 日医工 115.70
外用薬 2357701K8177 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 145.80
外用薬 2357701K9025 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ムネ」１５０ ムネ製薬 168.00
外用薬 2357701K9041 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「オヲタ」１５０ 日医工ファーマ 168.00
外用薬 2357701K9149 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 明治薬品 202.20
外用薬 2357701K9165 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 168.00
外用薬 2357701Y1035 グリセリン ５０％９０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 117.90
外用薬 2359800J1051 炭酸水素ナトリウム・無水リ

ン酸二水素ナトリウム
１個 インカルボン坐剤 大洋薬品工業 29.30

外用薬 2399706M1095 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン軟膏口腔用０．１％「ＣＨ」 長生堂製薬 33.90
外用薬 2399706M1109 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ 日本化薬 63.90
外用薬 2399706M1117 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デルゾン口腔用軟膏０．１％ 池田薬品工業 47.00
外用薬 2399707D2045 トリアムシノロンアセトニド ２５μｇ１枚 アフタシール２５μｇ 帝國製薬 41.00
外用薬 2399707D2053 トリアムシノロンアセトニド ２５μｇ１枚 ワプロン口腔用貼付剤２５μｇ 救急薬品工業 45.90
外用薬 2399707M1057 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ オルテクサー口腔用軟膏０．１％ 福地製薬 66.80
外用薬 2399709E1035 セチルピリジニウム塩化物水

和物
２ｍｇ１錠 スプロールトローチ２ｍｇ 岩城製薬 5.60

外用薬 2399710E1038 デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ１錠 ノードマントローチ０．２５ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
外用薬 2399710E1046 デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ１錠 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
5.60

外用薬 2399713E1074 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 フォルテガード錠口腔用５ｍｇ 日新製薬（山形） 8.70

外用薬 2399714J1034 ドンペリドン １０ｍｇ１個 モンロビア坐剤１０ 日新製薬（山形） 36.20
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外用薬 2399714J1042 ドンペリドン １０ｍｇ１個 アースレナン坐剤１０ ローマン工業 33.00
外用薬 2399714J1050 ドンペリドン １０ｍｇ１個 ミオナゼリン坐剤１０ 長生堂製薬 36.20
外用薬 2399714J2030 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 モンロビア坐剤３０ 日新製薬（山形） 61.70
外用薬 2399714J2049 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 アースレナン坐剤３０ ローマン工業 57.60
外用薬 2399714J2057 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 ミオナゼリン坐剤３０ 長生堂製薬 48.10
外用薬 2454701X1033 ベタメタゾンリン酸エステル

ナトリウム
３．９５ｍｇ１個 ステロネマ注腸３ｍｇ 日医工ファーマ 743.50

外用薬 2454701X2030 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

１．９７５ｍｇ１個 ステロネマ注腸１．５ｍｇ 日医工ファーマ 518.60

外用薬 2456700X1025 プレドニゾロンリン酸エステ
ルナトリウム

２０ｍｇ１個 プレドネマ注腸２０ｍｇ 杏林製薬 760.30

外用薬 2499701R1060 ブセレリン酢酸塩 １５．７５ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

イトレリン点鼻液０．１５％ ＩＬＳ 6,102.00

外用薬 2499701R1079 ブセレリン酢酸塩 １５．７５ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

ブセレキュア点鼻液０．１５％ 富士製薬工業 6,509.20

外用薬 2499701R2032 ブセレリン酢酸塩 １５．７５ｍｇ９ｍＬ１
瓶

フセット点鼻液０．１７％ マイラン製薬 6,244.90

外用薬 2499702Q1035 酢酸ナファレリン １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ナファレリール点鼻液０．２％ 富士製薬工業 7,110.20
外用薬 2521701H1041 クロラムフェニコール １００ｍｇ１錠 ハイセチン腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 59.80
外用薬 2529701H1040 エストリオール ０．５ｍｇ１錠 エストリオール腟錠０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 19.50
外用薬 2529702H1060 クロトリマゾール １００ｍｇ１錠 エルシド腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 31.30
外用薬 2529704J1053 ミコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１個 サラシルト腟坐剤１００ｍｇ 日新製薬（山形） 31.20
外用薬 2529706H1042 チニダゾール ２００ｍｇ１個 ハイシジン腟錠２００ｍｇ 富士製薬工業 51.20
外用薬 2529707H1055 メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 アスゾール腟錠２５０ 富士製薬工業 35.90
外用薬 2529708J1043 イソコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１個 バリナスチン腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 51.30
外用薬 2529708J2040 イソコナゾール硝酸塩 ３００ｍｇ１個 バリナスチン腟錠３００ｍｇ 富士製薬工業 145.30
外用薬 2529709H1054 オキシコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１錠 オキコナール腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 48.00
外用薬 2529709H2050 オキシコナゾール硝酸塩 ６００ｍｇ１錠 オキコナール腟錠６００ｍｇ 富士製薬工業 254.10
外用薬 2559806M1030 ヒドロコルチゾン・フラジオ

マイシン配合剤
１ｇ ヘモレックス軟膏 ジェイドルフ製薬 18.00

外用薬 2559814J1038 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１個 ネリコルト坐剤 大正薬品工業 25.10

外用薬 2559814J1046 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１個 ネイサート坐剤 日新製薬（山形） 22.60

外用薬 2559814J1054 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１個 ネリダロン坐剤 大洋薬品工業 21.30

外用薬 2559814J1062 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１個 ネリザ坐剤 ジェイドルフ製薬 21.30

外用薬 2559814M1034 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１ｇ ネリコルト軟膏 大正薬品工業 23.20

外用薬 2559814M1042 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１ｇ ネリザ軟膏 ジェイドルフ製薬 23.20

外用薬 2611700Q1038 次亜塩素酸ナトリウム ６％１０ｇ 次亜塩６％「ヨシダ」 吉田製薬 3.70
外用薬 2611700Q2026 次亜塩素酸ナトリウム １０％１０ｇ ハイポライト１０ サンケミファ 5.80
外用薬 2611700Q2034 次亜塩素酸ナトリウム １０％１０ｇ ハイポライト消毒液１０％ サンケミファ 5.80
外用薬 2611700Q3030 次亜塩素酸ナトリウム １％１０ｇ ヤクラックスＤ液１％ ヤクハン製薬 5.10
外用薬 2612701Q1080 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ネオヨジンスクラブ７．５％ 岩城製薬 22.60
外用薬 2612701Q1099 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ポピヨドンスクラブ７．５％ 吉田製薬 22.60
外用薬 2612701Q1110 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ イオダインスクラブ液７．５％ 健栄製薬 22.60
外用薬 2612701Q1129 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ポビドンヨードスクラブ液７．５％（ＪＪＫＫ） ジョンソン・エン

ド・ジョンソン
25.90

外用薬 2612701Q2087 ポビドンヨード １０％１０ｇ ネグミンゲル１０％ マイラン製薬 36.50
外用薬 2612701Q2095 ポビドンヨード １０％１０ｇ ネオヨジンゲル１０％ 岩城製薬 45.50
外用薬 2612701Q2117 ポビドンヨード １０％１０ｇ ポピヨドンゲル１０％ 吉田製薬 51.10
外用薬 2612701Q3113 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード液１０％「メタル」 中北薬品 12.20
外用薬 2612701Q3245 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ テルニジン外用液１０％ 日新製薬（山形） 15.40
外用薬 2612701Q3253 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ Ｊヨード液　１０％ ジョンソン・エン

ド・ジョンソン
14.60

外用薬 2612701Q3261 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ネグミン液１０％ マイラン製薬 14.60
外用薬 2612701Q3270 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨード液１０％ ヤクハン製薬 13.30
外用薬 2612701Q3288 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード液１０％「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 12.20
外用薬 2612701Q3296 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ネオヨジン外用液１０％ 岩城製薬 13.30
外用薬 2612701Q3300 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ボンゴール消毒液１０％ テイカ製薬 16.50
外用薬 2612701Q3334 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨドン液１０％ 吉田製薬 13.30
外用薬 2612701Q3342 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ イオダインＭ消毒液１０％ 健栄製薬 12.20
外用薬 2612701Q3350 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ハイポピロン外用液１０％ 三恵薬品 14.60
外用薬 2612701Q3369 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ヒシヨード消毒液１０％ ニプロファーマ 14.60
外用薬 2612701Q3377 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポリヨードン消毒液１０％「カネイチ」 兼一薬品工業 10.50
外用薬 2612701Q3385 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ヒポジン消毒液１０％ シオエ製薬 14.60
外用薬 2612701Q3393 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「東海」 東海製薬 15.40
外用薬 2612701Q3407 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピラール消毒液１０％ 日興製薬 13.30
外用薬 2612701Q3415 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「オオサキ」 オオサキメディカル 10.50
外用薬 2612701Q4063 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨドンフィールド１０％ 吉田製薬 19.10
外用薬 2612704Q1025 希ヨードチンキ １０ｍＬ 外用薬稀ヨーチン 日医工ファーマ 7.30
外用薬 2612704Q1033 希ヨードチンキ １０ｍＬ タツミ稀ヨーチン タツミ薬品工業 7.30
外用薬 2612704Q1068 希ヨードチンキ １０ｍＬ 山善稀ヨーチン 山善製薬 7.30
外用薬 2612705X1024 ヨードチンキ １０ｍＬ タツミヨーチン タツミ薬品工業 6.30
外用薬 2612705X1040 ヨードチンキ １０ｍＬ 三丸ヨーチン サンケミファ 6.30
外用薬 2612706Q1032 ヨウ素 １０ｍＬ プレポダインスクラブ０．７５％ 丸石製薬 25.70
外用薬 2612706Q2039 ヨウ素 １０ｍＬ プレポダインソリューション１％ 丸石製薬 23.40
外用薬 2612706Q3035 ヨウ素 １０ｍＬ プレポダインフィールド１％ 丸石製薬 32.60
外用薬 2615701Q1074 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％イソプロ消アル「ヤマゼン」 山善製薬 3.70
外用薬 2615701Q1112 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％消毒用イソプロパノール「三恵」 三恵薬品 3.70
外用薬 2615701Q1120 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％消毒用イソプロパノール「タツミ」 タツミ薬品工業 3.70
外用薬 2615701Q1139 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％消毒用イソプロパノール「東海」 東海製薬 3.70
外用薬 2615701Q1147 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 日興製薬 3.70
外用薬 2615701Q1180 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０Ｖ／Ｖ％消毒用イソプロ「コザカイ」 小堺製薬 3.70
外用薬 2615701Q1198 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０Ｖ／Ｖ％消毒用イソプロパノール「アマカ

ス」
甘糟化学産業 3.70

外用薬 2615701Q1210 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ※ 消毒用イソプロアルコール．５０（日医工ファー
マ）

日医工ファーマ 3.70

外用薬 2615701Q1317 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 純生消アル５０ 純生薬品工業 3.70
外用薬 2615701Q1384 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％イソプロパノールワコー ワコーケミカル 3.70
外用薬 2615701Q1414 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％イソプロパノール「アトル」 アトルファーマ 3.70
外用薬 2615701Q1422 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・５０ 健栄製薬 3.70
外用薬 2615701Q1430 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 消毒用イソプロ５０ フヂミ製薬所 3.70
外用薬 2615701Q1457 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 消毒用イソプロパノール液５０％「ヤクハン」 ヤクハン製薬 3.70
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外用薬 2615701Q1473 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液５０％「タイセイ」 大成薬品工業 3.70
外用薬 2615701Q1490 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 消プロ（ハチ）消毒液５０％ 東洋製薬化成 3.70
外用薬 2615701Q1503 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロ消毒液５０％「ＮＰ」 ニプロファーマ 3.70
外用薬 2615701Q1511 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液５０％「カネイチ」 兼一薬品工業 3.70
外用薬 2615701Q1520 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液５０％「メタル」 中北薬品 3.70
外用薬 2615701Q1538 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液５０％「イマヅ」 今津薬品工業 3.70
外用薬 2615701Q1546 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液５０％「昭和」 昭和製薬 3.70
外用薬 2615701Q2046 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・７０ 健栄製薬 4.40

外用薬 2615701Q2054 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ※ 消毒用イソプロアルコール．７０（日医工ファー
マ）

日医工ファーマ 4.40

外用薬 2615701Q2100 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 日興製薬 4.40
外用薬 2615701Q2119 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０％イソプロ消アル「ヤマゼン」 山善製薬 4.40
外用薬 2615701Q2143 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０％イソプロ液「ヤクハン」 ヤクハン製薬 4.40
外用薬 2615701Q2178 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０％イソプロパノール「東海」 東海製薬 4.40
外用薬 2615701Q2194 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０％イソプロパノールワコー ワコーケミカル 4.40
外用薬 2615701Q2208 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロ７０「アマカス」 甘糟化学産業 4.40
外用薬 2615701Q2216 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０ｖ／ｖ％東豊消毒アルコール 東豊薬品 4.40
外用薬 2615701Q2224 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０％イソプロパノール「アトル」 アトルファーマ 4.40
外用薬 2615701Q2232 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 消毒用イソプロＢ液７０ 健栄製薬 4.40
外用薬 2615701Q2267 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液７０％「純生」 小堺製薬 4.40
外用薬 2615701Q2275 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロ－７０％消毒液「シオエ」 シオエ製薬 4.40
外用薬 2615701Q2283 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液７０％「タイセイ」 大成薬品工業 4.40
外用薬 2615701Q2291 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液７０％「ヨシダ」 吉田製薬 4.40
外用薬 2615701Q2305 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 消プロ（ハチ）消毒液７０％ 東洋製薬化成 4.40
外用薬 2615701Q2313 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロ消毒液７０％「ＮＰ」 ニプロファーマ 4.40
外用薬 2615701Q2321 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液７０％「カネイチ」 兼一薬品工業 4.40
外用薬 2615701Q2330 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液７０％「メタル」 中北薬品 4.40
外用薬 2615705Q1064 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタプロコール 日興製薬 6.30
外用薬 2615705Q1072 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタライト液 ヤクハン製薬 6.30
外用薬 2615705Q1099 エタノール １０ｍＬ 消エタコア 東海製薬 6.30
外用薬 2615705Q1102 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタＩＰ「メタル」 中北薬品 6.30
外用薬 2615705Q1110 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールα「カネイチ」 兼一薬品工業 6.30
外用薬 2615705Q1129 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタプロコールＵ 日興製薬 6.30
外用薬 2615705Q1145 エタノール １０ｍＬ 消エタサラコール サラヤ 6.30
外用薬 2615705Q1153 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールＩＰ「ＴＸ」 トライックス 6.30
外用薬 2615705Q1170 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタライトＢ液 ヤクハン製薬 6.30
外用薬 2615705Q1218 エタノール １０ｍＬ オー消エタ外用液 日医工ファーマ 6.30
外用薬 2616707Q1028 ベンザルコニウム塩化物 ０．０２％１０ｍＬ プリビーシー液０．０２％ 大塚製薬工場 5.60
外用薬 2616707Q1036 ベンザルコニウム塩化物 ０．０２％１０ｍＬ ０．０２％ヤクゾール水 ヤクハン製薬 5.60
外用薬 2616707Q2024 ベンザルコニウム塩化物 ０．０５％１０ｍＬ プリビーシー液０．０５％ 大塚製薬工場 5.60
外用薬 2616707Q3020 ベンザルコニウム塩化物 ０．１％１０ｍＬ プリビーシー液０．１％ 大塚製薬工場 5.60
外用薬 2616707Q3039 ベンザルコニウム塩化物 ０．１％１０ｍＬ ヤクゾールＥ液０．１ ヤクハン製薬 5.60
外用薬 2616707Q4027 ベンザルコニウム塩化物 １０％１０ｍＬ ザルコニンＧ消毒液１０ 健栄製薬 6.30
外用薬 2619700Q1125 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ 東海アクリノール液 東海製薬 7.20
外用薬 2619700Q1168 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ ０．１％アクリノール液「ヤクハン」 ヤクハン製薬 6.30
外用薬 2619700Q1176 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ ケンエーアクリノール液０．１ 健栄製薬 7.60
外用薬 2619700Q1184 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール液０．１％「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 7.20
外用薬 2619700Q1214 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．１％「タイセイ」 大成薬品工業 6.30
外用薬 2619700Q1249 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．１％「昭和」 昭和製薬 6.30
外用薬 2619700Q1257 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．１％「ニッコー」 日興製薬 7.20
外用薬 2619700Q2024 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール液・コザカイ（０．２％） 小堺製薬 6.80
外用薬 2619700Q2083 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ リバオール液 タツミ薬品工業 6.30
外用薬 2619700Q2091 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ ※ ０．２％－アクリノール液（純生） 純生薬品工業 7.20
外用薬 2619700Q2105 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ ケンエーアクリノール液０．２ 健栄製薬 6.50
外用薬 2619700Q2113 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール液０．２％「ヤクハン」 ヤクハン製薬 6.80
外用薬 2619700Q2121 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール外用液０．２％「ヤマゼン」 山善製薬 6.80
外用薬 2619700Q2130 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．２％「タイセイ」 大成薬品工業 6.30
外用薬 2619702Q1027 クロルヘキシジングルコン酸

塩
０．５％１０ｍＬ オールカットＥＷ液（０．５％） ニプロファーマ 6.30

外用薬 2619702Q1035 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＷエタノール液０．５ 健栄製薬 6.30

外用薬 2619702Q1051 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ベンクロジド・エタノール液（０．５％） フヂミ製薬所 6.30

外用薬 2619702Q1060 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ マスキンＷ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） 丸石製薬 6.30

外用薬 2619702Q1078 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザックアルコール液 吉田製薬 6.30

外用薬 2619702Q1086 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ラポテックアルコール液 日興製薬 6.30

外用薬 2619702Q1094 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ クリゲンエタノール液０．５％（Ｗ）「エビス」 兼一薬品工業 6.30

外用薬 2619702Q1132 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．５ 健栄製薬 6.30

外用薬 2619702Q1159 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 6.30

外用薬 2619702Q1167 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ラポテックアルコール（Ｗ）液 日興製薬 6.30

外用薬 2619702Q1175 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 6.30

外用薬 2619702Q1191 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ クロバインＡ 山善製薬 6.30

外用薬 2619702Q1213 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 6.30

外用薬 2619702Q1221 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ フェルマジン・アルコールＷ消毒液（０．５ｗ／
ｖ％）

シオエ製薬 6.30

外用薬 2619702Q1248 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ グルコジンＷ・エタノール液０．５％ ヤクハン製薬 6.30

外用薬 2619702Q1256 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ イワコールエタノール消毒液０．５％ 小堺製薬 6.30

外用薬 2619702Q1264 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ヘヴィック消毒液０．５％ 中北薬品 6.30

外用薬 2619702Q2023 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＲエタノール液０．５ 健栄製薬 6.30

外用薬 2619702Q2040 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ マスキンＲ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） 丸石製薬 6.30
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外用薬 2619702Q2058 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％グルコン酸クロルヘキシジン・エタノー
ル液「東海」

東海製薬 6.30

外用薬 2619702Q2066 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ クリゲンエタノール液０．５％（Ｒ）「エビス」 兼一薬品工業 6.30

外用薬 2619702Q2074 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ オールカットＥＲ液（０．５％） ニプロファーマ 6.30

外用薬 2619702Q2082 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．５ 健栄製薬 6.30

外用薬 2619702Q2090 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ベンクロジドＶエタノール液（０．５％） フヂミ製薬所 6.30

外用薬 2619702Q2104 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 6.30

外用薬 2619702Q2112 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＢエタノール液０．５ 健栄製薬 6.30

外用薬 2619702Q2120 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％グルコジンＲ水 ヤクハン製薬 6.30

外用薬 2619702Q2139 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザックアルコール液Ｎ 吉田製薬 6.30

外用薬 2619702Q2163 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ フェルマジン・アルコールＢ消毒液（０．５ｗ／
ｖ％）

シオエ製薬 6.30

外用薬 2619702Q2171 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ グルコジンＢ・エタノール液０．５％ ヤクハン製薬 6.30

外用薬 2619702Q2180 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ グルコジンＲ・エタノール液０．５％ ヤクハン製薬 6.30

外用薬 2619702Q3020 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ 「エビス」クリゲン液 兼一薬品工業 10.30

外用薬 2619702Q3038 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ オールカット液５％ ニプロファーマ 10.30

外用薬 2619702Q3054 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ クロヘキシン液５％ 東洋製薬化成 15.60

外用薬 2619702Q3070 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ グルコン酸クロルヘキシジン５％液「メタル」 中北薬品 10.30

外用薬 2619702Q3097 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％ヘキザック液 吉田製薬 10.30

外用薬 2619702Q3100 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％クロルヘキシジン液「ヤマゼン」 山善製薬 9.30

外用薬 2619702Q3119 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」 東海製薬 10.30

外用薬 2619702Q3127 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「ヤクハン」 ヤクハン製薬 10.30

外用薬 2619702Q3143 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％フェルマジン液 シオエ製薬 10.30

外用薬 2619702Q3151 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ベンクロジド５％液 マイラン製薬 10.30

外用薬 2619702Q3160 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 丸石製薬 10.30

外用薬 2619702Q3194 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ステリクロン液５ 健栄製薬 10.30

外用薬 2619702Q3208 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液・ＯＹ 日医工ファーマ 9.30

外用薬 2619702Q3216 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ラポテック消毒液５％ 日興製薬 10.30

外用薬 2619702Q5022 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ネオクレミール サンケミファ 10.70

外用薬 2619702Q5030 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％グルクロ液 三恵薬品 10.80

外用薬 2619702Q5049 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ネオクレミール消毒液５％ サンケミファ 10.70

外用薬 2619702Q6029 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．０５ 健栄製薬 5.70

外用薬 2619702Q6045 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 日興製薬 5.70

外用薬 2619702Q6053 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％グルコジンＲ水 ヤクハン製薬 5.70

外用薬 2619702Q6070 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 5.70

外用薬 2619702Q7025 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．１ 健栄製薬 5.70

外用薬 2619702Q7033 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 5.70

外用薬 2619702Q7041 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％グルコジンＲ水 ヤクハン製薬 5.70

外用薬 2619702Q8021 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０２％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０２ 健栄製薬 5.70

外用薬 2619702Q8030 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 5.70

外用薬 2619702Q8048 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 5.70

外用薬 2619702Q8056 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 5.70

外用薬 2619702X1021 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．１ 健栄製薬 5.70

外用薬 2619702X1030 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 5.70

外用薬 2619702X1048 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ０．１ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 5.70

外用薬 2619702X1056 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 5.70

外用薬 2619702X2028 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０５ 健栄製薬 5.70

外用薬 2619702X2036 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 5.70

外用薬 2619702X2044 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 5.70

外用薬 2619702X3024 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ヘキシジンＥ液０．１ ヤクハン製薬 5.70

外用薬 2619711X1020 レゾルシン １０ｇ レゾルシン「純生」 小堺製薬 172.70
外用薬 2619716Q1029 アルキルジアミノエチルグリ

シン塩酸塩
１０％１０ｍＬ エルエイジー１０液 吉田製薬 7.30
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外用薬 2619716Q1053 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ キンサールＧ－１０液 日興製薬 7.60

外用薬 2619716Q1061 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ コンクノール液１０％ マイラン製薬 7.30

外用薬 2619716Q1088 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ サテニジン液１０ 健栄製薬 6.80

外用薬 2619716Q1142 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ 両性石ケン液１０％・ＯＹ 日医工ファーマ 7.90

外用薬 2619716Q1150 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキニン液１０ ヤクハン製薬 6.80

外用薬 2619716Q1169 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ サラノックス１０％消毒液 サラヤ 6.30

外用薬 2619716Q1177 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ ハイジール消毒用液１０％ 丸石製薬 6.80

外用薬 2619716Q1193 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ ウスノン消毒液１０％ 小堺製薬 7.60

外用薬 2619716Q1207 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ ヒシパンチ消毒液１０％ ニプロファーマ 7.30

外用薬 2619716Q1215 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液１
０％「メタル」

中北薬品 7.30

外用薬 2619716Q3021 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．０５％１０ｍＬ エルエイジー０．０５液 吉田製薬 5.10

外用薬 2619716Q3030 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．０５％１０ｍＬ サテニジン液０．０５ 健栄製薬 5.10

外用薬 2619716Q3048 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 4.20

外用薬 2619716Q4028 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．５％１０ｍＬ エルエイジー０．５液 吉田製薬 5.40

外用薬 2619716Q4036 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．５％１０ｍＬ サテニジン液０．５ 健栄製薬 5.40

外用薬 2619716Q4044 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 5.40

外用薬 2619716Q5024 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．１％１０ｍＬ エルエイジー０．１液 吉田製薬 5.10

外用薬 2619716Q5032 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．１％１０ｍＬ サテニジン液０．１ 健栄製薬 5.10

外用薬 2619716Q5040 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．１％１０ｍＬ ０．１Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 4.60

外用薬 2619716Q6020 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．２％１０ｍＬ エルエイジー０．２液 吉田製薬 5.10

外用薬 2619716Q6039 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．２％１０ｍＬ サテニジン液０．２ 健栄製薬 5.10

外用薬 2619716Q6047 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．２％１０ｍＬ ０．２Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 5.10

外用薬 2619800X1020 エタノール １０ｍＬ エチコール（ニワトリ印消毒用アルコール） 小堺製薬 4.30
外用薬 2619802Q1025 エタノール １０ｍＬ ネオ純生消アル 純生薬品工業 4.30
外用薬 2619803X1024 エタノール １０ｍＬ 山善消アル 山善製薬 4.30
外用薬 2619805X1031 エタノール １０ｍＬ メタル消アル 中北薬品 4.30
外用薬 2619810X1040 エタノール １０ｍＬ ネオ消アル「ヤクハン」 ヤクハン製薬 4.30
外用薬 2619812X1023 エタノール １０ｍＬ 消毒用（オ）アルコール 日医工ファーマ 4.30
外用薬 2619813X1028 エタノール １０ｍＬ ネオ兼一消アルＡ 兼一薬品工業 4.30
外用薬 2619815X1027 エタノール １０ｍＬ 消毒用昭和アルコール 昭和製薬 4.30
外用薬 2619816X1021 エタノール １０ｍＬ 消毒用タツミアルコール タツミ薬品工業 4.30
外用薬 2619817X1026 エタノール １０ｍＬ ※ ネオ消アル（山善） 山善製薬 4.30
外用薬 2619819X1092 チオ硫酸ナトリウム水和物・

エタノール
１０ｍＬ ハイポアルコール液２％「ヤクハン」 ヤクハン製薬 7.20

外用薬 2619819X1106 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 吉田製薬 7.20

外用薬 2619819X1114 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール外用液２％「アトル」 アトルファーマ 7.60

外用薬 2619819X1122 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール消毒液２％「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 7.90

外用薬 2619819X1130 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ケンエー」 健栄製薬 7.20

外用薬 2619819X1149 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ニッコー」 日興製薬 6.80

外用薬 2619820Q1031 エタノール １０ｍＬ ネオ消アル「ニッコー」 日興製薬 4.30
外用薬 2633701M1046 スルファジアジン ５％１ｇ スルファジアジンパスタ５％「三恵」 三恵薬品 3.30
外用薬 2634710M1042 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ ゲルナート軟膏０．１％ 岩城製薬 7.80
外用薬 2634710M1050 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 大洋薬品工業 7.80

外用薬 2634710M1069 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ エルタシン軟膏０．１％ 富士製薬工業 9.40
外用薬 2634713M1038 クリンダマイシンリン酸エス

テル
１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「クラシエ」 シオノケミカル 31.70

外用薬 2634713M1046 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「タイヨー」 大洋薬品工業 27.40

外用薬 2634713M1054 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「イワ
キ」

岩城製薬 31.70

外用薬 2634713M1062 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「サワ
イ」

沢井製薬 31.70

外用薬 2634713M1070 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「ＤＫ」 大興製薬 29.50

外用薬 2639700N1040 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロクリーム１％ ポーラファルマ 31.80
外用薬 2639700N1059 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジロキサンクリーム１％ 東和薬品 31.80
外用薬 2639700Q1039 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジフロローション１％ ポーラファルマ 31.80
外用薬 2639700Q1047 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジロキサンローション１％ 東和薬品 31.80
外用薬 2639802M1034 クロラムフェニコール・フラ

ジオマイシン配合剤
１ｇ ハイセチンＰ軟膏 富士製薬工業 24.40

外用薬 2644700X1114 酢酸鉛 １０ｇ 山善酢酸鉛 山善製薬 25.80
外用薬 2645700Q1028 カンフル １０ｍＬ 「エビス」カンフル精 日興製薬 20.50
外用薬 2645700Q1044 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（小堺） 小堺製薬 14.50
外用薬 2645700Q1079 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（フヂミ） フヂミ製薬所 22.60
外用薬 2645700Q1095 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（ヤクハン） ヤクハン製薬 22.60
外用薬 2645700Q1109 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（山善） 山善製薬 20.50
外用薬 2645700Q1125 カンフル １０ｍＬ ※ カンフルチンキ（日医工ファーマ） 日医工ファーマ 22.60
外用薬 2645700Q1141 カンフル １０ｍＬ 純生カンフル精 純生薬品工業 22.60
外用薬 2646700M1139 ジフルコルトロン吉草酸エス

テル
０．１％１ｇ ユートロン軟膏０．１％ 辰巳化学 11.60
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外用薬 2646700M1147 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル

０．１％１ｇ アルゾナ軟膏０．１％ 東光薬品工業 11.60

外用薬 2646700N1126 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル

０．１％１ｇ ユートロンユニバーサルクリーム０．１％ 辰巳化学 11.60

外用薬 2646700N1134 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル

０．１％１ｇ アルゾナユニバーサルクリーム０．１％ 東光薬品工業 11.60

外用薬 2646701M2105 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ベクトミラン軟膏０．１２％ 東和薬品 10.00
外用薬 2646701M2164 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ デルモゾール軟膏０．１２％ 岩城製薬 7.60
外用薬 2646701M2172 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ケリグロール軟膏０．１２％ 摩耶堂製薬 8.40
外用薬 2646701N2143 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ノルコットクリーム０．１２％ 辰巳化学 7.00
外用薬 2646701N2151 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ケリグロールクリーム０．１２％ 摩耶堂製薬 8.40
外用薬 2646701Q1046 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｍＬ デルモゾールローション０．１２％ 岩城製薬 7.60
外用薬 2646703M1019 ベタメタゾンジプロピオン酸

エステル
０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル０．０６

４％軟膏
5.80

外用薬 2646703M1132 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ デルモゾールＤＰ軟膏０．０６４％ 岩城製薬 7.40

外用薬 2646703M1140 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ダイプロセル軟膏０．０６４％ 佐藤製薬 14.70

外用薬 2646703M1159 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ディーピーポロン軟膏０．０６４％ 摩耶堂製薬 9.40

外用薬 2646703M1167 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ フロダーム軟膏０．０６４％ 帝國製薬 9.40

外用薬 2646703N1014 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル０．０６
４％クリーム

5.80

外用薬 2646703N1111 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ デルモゾールＤＰクリーム０．０６４％ 岩城製薬 7.40

外用薬 2646703N1120 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ダイプロセルクリーム０．０６４％ 佐藤製薬 14.70

外用薬 2646703N1138 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ディーピーポロンクリーム０．０６４％ 摩耶堂製薬 9.40

外用薬 2646703N1146 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ フロダームクリーム０．０６４％ 帝國製薬 9.40

外用薬 2646703Q2033 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｍＬ デルモゾールＤＰローション０．０６４％ 岩城製薬 7.40

外用薬 2646704M2010 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン０．１％軟膏 6.80
外用薬 2646704M2222 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメサゾン軟膏０．１％「イワキ」 岩城製薬 9.20
外用薬 2646704M2230 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメサゾン軟膏０．１％「サトウ」 佐藤製薬 10.50
外用薬 2646704M2249 デキサメタゾン ０．１％１ｇ ビスオＤＳ軟膏０．１％ 帝國製薬 10.50
外用薬 2646704N1019 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン０．１％クリーム 6.80
外用薬 2646704N1043 デキサメタゾン ０．１％１ｇ オイラゾンクリーム０．１％ ノバルティス

ファーマ
42.40

外用薬 2646704N1051 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメサゾンクリーム０．１％「イワキ」 岩城製薬 9.20
外用薬 2646704N2023 デキサメタゾン ０．０５％１ｇ オイラゾンクリーム０．０５％ ノバルティス

ファーマ
37.80

外用薬 2646704Q1031 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメサゾンローション０．１％「イワキ」 岩城製薬 9.20

外用薬 2646705M1018 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ トリアムシノロンアセトニド０．１％軟膏 5.00
外用薬 2646705M1123 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ トリシノロンゲル０．１％ 東興薬品工業 27.20
外用薬 2646705N1013 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ トリアムシノロンアセトニド０．１％クリーム 5.00

外用薬 2646705N1099 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ トリシノロンクリーム０．１％ 東興薬品工業 27.20
外用薬 2646707M1041 フルメタゾンピバル酸エステ

ル
０．０２％１ｇ テストーゲン軟膏０．０２％ 前田薬品工業 10.40

外用薬 2646708M1232 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロン軟膏０．０５％ 東興薬品工業 17.90
外用薬 2646708M1240 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ベスタゾン軟膏０．０５％ 池田薬品工業 9.10
外用薬 2646708M1259 フルオシノニド ０．０５％１ｇ グリコベース軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 8.80
外用薬 2646708M1267 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ビスコザール軟膏０．０５％ 帝國製薬 9.10
外用薬 2646708N1220 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ソルニムクリーム０．０５％ 東和薬品 9.90
外用薬 2646708N1262 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロンクリーム０．０５％ 東興薬品工業 17.90
外用薬 2646708N1270 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロンゲル０．０５％ 東興薬品工業 17.90
外用薬 2646708N1289 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ベスタゾンクリーム０．０５％ 池田薬品工業 9.10
外用薬 2646708N1297 フルオシノニド ０．０５％１ｇ グリコベースクリーム０．０５％ 摩耶堂製薬 8.80
外用薬 2646708N1300 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ビスコザールクリーム０．０５％ 帝國製薬 9.10
外用薬 2646709M1130 フルオシノロンアセトニド ０．０２５％１ｇ ポリシラール軟膏０．０２５％ 東和薬品 7.80
外用薬 2646709M1148 フルオシノロンアセトニド ０．０２５％１ｇ フルポロン軟膏０．０２５％ 摩耶堂製薬 7.80
外用薬 2646712M1140 プレドニゾロン ０．５％１ｇ ※ プレドニゾロン軟膏（０．５％）（東興） 東興薬品工業 4.60
外用薬 2646712M1190 プレドニゾロン ０．５％１ｇ プレドニゾロン軟膏０．５％「マイラン」 マイラン製薬 7.50
外用薬 2646712N1064 プレドニゾロン ０．５％１ｇ プレドニゾロンクリーム０．５％「マヤ」 摩耶堂製薬 6.30
外用薬 2646713M1128 クロベタゾールプロピオン酸

エステル
０．０５％１ｇ デルトピカ軟膏０．０５％ 岩城製薬 8.50

外用薬 2646713M1144 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ ソルベガ軟膏０．０５％ 久光製薬 24.20

外用薬 2646713M1152 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ マイアロン軟膏０．０５％ 前田薬品工業 12.10

外用薬 2646713M1160 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０
５％「タイヨー」

大洋薬品工業 8.50

外用薬 2646713M1179 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ デルスパート軟膏０．０５％ 池田薬品工業 10.80

外用薬 2646713M1187 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ マハディ軟膏０．０５％ 協和新薬 12.10

外用薬 2646713M1195 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ グリジール軟膏０．０５％ 佐藤製薬 10.80

外用薬 2646713N1131 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ ソルベガクリーム０．０５％ 久光製薬 24.20

外用薬 2646713N1140 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ マイアロンクリーム０．０５％ 前田薬品工業 12.10

外用薬 2646713N1158 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ デルスパートクリーム０．０５％ 池田薬品工業 10.80

外用薬 2646713N1166 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ マハディクリーム０．０５％ 協和新薬 12.10

外用薬 2646713N1174 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ グリジールクリーム０．０５％ 佐藤製薬 10.80

外用薬 2646713Q1073 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ デルトピカローション０．０５％ 岩城製薬 8.50

外用薬 2646713Q1103 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ マイアロンローション０．０５％ 前田薬品工業 12.10

外用薬 2646713Q1111 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ マハディ外用液０．０５％ 協和新薬 14.00
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外用薬 2646713Q1120 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ グリジールスカルプローション０．０５％ 佐藤製薬 14.00

外用薬 2646714M1190 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

０．０２５％１ｇ ベクラシン軟膏０．０２５％ 摩耶堂製薬 7.40

外用薬 2646714N1179 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

０．０２５％１ｇ ベクラシンクリーム０．０２５％ 摩耶堂製薬 7.40

外用薬 2646717M1088 ヒドロコルチゾン酪酸エステ
ル

０．１％１ｇ アボコート軟膏０．１％ 佐藤製薬 9.80

外用薬 2646720M1063 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ ユーメトン軟膏０．３％ 辰巳化学 8.30

外用薬 2646720M1071 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ スピラゾン軟膏０．３％ 岩城製薬 8.30

外用薬 2646720N1077 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ ユーメトンクリーム０．３％ 辰巳化学 8.30

外用薬 2646720N1085 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ スピラゾンクリーム０．３％ 岩城製薬 8.30

外用薬 2646720Q1057 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ スピラゾンローション０．３％ 岩城製薬 8.30

外用薬 2646721M1076 酪酸プロピオン酸ヒドロコル
チゾン

０．１％１ｇ イトロン軟膏０．１％ 岩城製薬 11.10

外用薬 2646721M1084 酪酸プロピオン酸ヒドロコル
チゾン

０．１％１ｇ ハーユロン軟膏０．１％ 辰巳化学 11.10

外用薬 2646721N1080 酪酸プロピオン酸ヒドロコル
チゾン

０．１％１ｇ イトロンクリーム０．１％ 岩城製薬 11.10

外用薬 2646721N1098 酪酸プロピオン酸ヒドロコル
チゾン

０．１％１ｇ ハーユロンクリーム０．１％ 辰巳化学 11.10

外用薬 2646721Q1060 酪酸プロピオン酸ヒドロコル
チゾン

０．１％１ｍＬ イトロンローション０．１％ 岩城製薬 11.10

外用薬 2646722M1119 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ キングローン軟膏０．０５％ 辰巳化学 10.30
外用薬 2646722M1127 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ パルデス軟膏０．０５％ 岩城製薬 11.10
外用薬 2646722M1135 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ キンダロン軟膏０．０５％ 前田薬品工業 12.40
外用薬 2646722M1143 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタポロン軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 12.40
外用薬 2646722M1151 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ ミルドベート軟膏０．０５％ 帝國製薬 12.40
外用薬 2646722N1033 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ パルデスクリーム０．０５％ 岩城製薬 11.10
外用薬 2646722Q1048 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ パルデスローション０．０５％ 岩城製薬 11.10
外用薬 2646722Q1056 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ キンダロンローション０．０５％ 前田薬品工業 12.40
外用薬 2646723M1148 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ アナミドール軟膏０．０５％ 岩城製薬 7.60
外用薬 2646723M1164 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ カイノチーム軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 9.10
外用薬 2646723N1127 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ アナミドールクリーム０．０５％ 岩城製薬 7.60
外用薬 2646723N1143 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ カイノチームクリーム０．０５％ 摩耶堂製薬 9.10
外用薬 2646725M1147 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ スチブロン軟膏０．０５％ 岩城製薬 8.40
外用薬 2646725M1155 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ソロミー軟膏０．０５％ 辰巳化学 8.40
外用薬 2646725M1163 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ サイベース軟膏０．０５％ 前田薬品工業 12.30
外用薬 2646725M1180 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ プラパスタ軟膏０．０５％ 小林化工 12.30
外用薬 2646725M1198 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ フルナート軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 10.40
外用薬 2646725N1126 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ スチブロンクリーム０．０５％ 岩城製薬 8.40
外用薬 2646725N1142 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ フルナートクリーム０．０５％ 摩耶堂製薬 10.40
外用薬 2646725Q1050 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ スチブロンローション０．０５％ 岩城製薬 8.40
外用薬 2646725Q1068 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ サイベースローション０．０５％ 前田薬品工業 12.30
外用薬 2646726M1087 デキサメタゾンプロピオン酸

エステル
０．１％１ｇ デルムサット軟膏０．１％ 東光薬品工業 11.60

外用薬 2646726M1109 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ プロメタゾン軟膏０．１％ 池田薬品工業 11.60

外用薬 2646726M1117 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ メインベート軟膏０．１％ 前田薬品工業 14.20

外用薬 2646726N1082 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ デルムサットクリーム０．１％ 東光薬品工業 11.60

外用薬 2646726N1104 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ プロメタゾンクリーム０．１％ 池田薬品工業 11.60

外用薬 2646726N1112 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ メインベートクリーム０．１％ 前田薬品工業 14.20

外用薬 2646726Q1054 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ メインベートローション０．１％ 前田薬品工業 14.20

外用薬 2646727M1049 アルクロメタゾンプロピオン
酸エステル

０．１％１ｇ タルメア軟膏０．１％ 富士製薬工業 24.40

外用薬 2646727M1057 アルクロメタゾンプロピオン
酸エステル

０．１％１ｇ ビトラ軟膏０．１％ 岩城製薬 19.00

外用薬 2646729M1056 デプロドンプロピオン酸エス
テル

０．３％１ｇ アロミドン軟膏０．３％ 岩城製薬 12.00

外用薬 2646729N1051 デプロドンプロピオン酸エス
テル

０．３％１ｇ アロミドンクリーム０．３％ 岩城製薬 12.00

外用薬 2646730M1032 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ サレックス軟膏０．０５％ 岩城製薬 15.00

外用薬 2646730M1040 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンフラベート０．０５％軟膏 前田薬品工業 16.30

外用薬 2646730M1067 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

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
軟膏０．０５％「ＪＧ」

日本ジェネリック 16.30

外用薬 2646730N1038 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ サレックスクリーム０．０５％ 岩城製薬 15.00

外用薬 2646730N1046 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンフラベート０．０５％クリーム 前田薬品工業 16.30

外用薬 2646730Q1034 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンフラベート０．０５％ローション 前田薬品工業 16.30

外用薬 2646730Q1042 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

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
ローション０．０５％「ＪＧ」

日本ジェネリック 16.30

外用薬 2646731M1037 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ フランカルボン酸モメタゾン軟膏０．１％「イワ
キ」

岩城製薬 20.50

外用薬 2646731M1045 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ マイセラ軟膏０．１％ 前田薬品工業 20.50

外用薬 2646731N1032 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ フランカルボン酸モメタゾンクリーム０．１％
「イワキ」

岩城製薬 20.50

外用薬 2646731N1040 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ マイセラクリーム０．１％ 前田薬品工業 20.50

外用薬 2646731Q1039 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ フランカルボン酸モメタゾンローション０．１％
「イワキ」

岩城製薬 20.50

外用薬 2646731Q1047 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ マイセラローション０．１％ 前田薬品工業 20.50

外用薬 2647704M1029 テトラサイクリン塩酸塩・ヒ
ドロコルチゾン酢酸エステル

１ｇ テトラ・コーチゾン軟膏 山崎帝國堂 37.50
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外用薬 2647707M1022 フルオシノロンアセトニド・
フラジオマイシン硫酸塩

１ｇ デルモランＦ軟膏 佐藤製薬 17.90

外用薬 2647709M1064 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 デルモゾールＧ軟膏 岩城製薬 8.70

外用薬 2647709M1110 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 ルリクールＶＧ軟膏０．１２％ 東和薬品 10.30

外用薬 2647709M1129 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 リダスロン軟膏 大洋薬品工業 7.50

外用薬 2647709M1137 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 デキサンＶＧ軟膏０．１２％ 富士製薬工業 10.30

外用薬 2647709M1145 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 ベトノバールＧ軟膏０．１２％ 佐藤製薬 19.10

外用薬 2647709N1043 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 デルモゾールＧクリーム 岩城製薬 8.70

外用薬 2647709N1078 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 ベトノバールＧクリーム０．１２％ 佐藤製薬 19.10

外用薬 2647709Q1031 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｍＬ デルモゾールＧローション 岩城製薬 8.70

外用薬 2649701Q1021 水酸化カルシウム １０ｍＬ ※ 石灰水（司生堂） 司生堂製薬 8.00
外用薬 2649706M1049 酸化亜鉛・豚脂 １０ｇ ウイルソン軟膏「東豊」 東豊薬品 37.20
外用薬 2649710M1037 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏２０％ 佐藤製薬 29.60
外用薬 2649710M2025 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 22.40
外用薬 2649710M2033 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏シオエ シオエ製薬 22.40
外用薬 2649710M2050 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 日興製薬 22.40
外用薬 2649710M2068 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」 マイラン製薬 22.40
外用薬 2649710M2084 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヤマゼン」 山善製薬 23.70
外用薬 2649710M2092 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 吉田製薬 23.70
外用薬 2649710M2122 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏１０％ 佐藤製薬 22.40
外用薬 2649710S1036 亜鉛華 ５ｇ ボチシート２０％ 帝國製薬 14.00
外用薬 2649711Q1025 カンタリスチンキ １ｍＬ ※ カンタリスチンキ（司生堂） 司生堂製薬 8.20
外用薬 2649716M1034 ジメチルイソプロピルアズレ

ン
０．０３３％１０ｇ ハスレン軟膏０．０３３％ 大洋薬品工業 25.00

外用薬 2649717M1039 アミノ安息香酸エチル １０％１０ｇ アミノ安息香酸エチル軟膏１０％「マルイシ」 丸石製薬 22.90

外用薬 2649718M1050 アルクロキサ ２％１ｇ アルキサ軟膏２％ 小林化工 8.90
外用薬 2649718M2048 アルクロキサ ６％１ｇ ソフレットゲル６％ 佐藤製薬 24.10
外用薬 2649719M1194 インドメタシン １％１ｇ プロアリシン軟膏１％ 前田薬品工業 4.20
外用薬 2649719M1208 インドメタシン １％１ｇ インナミットゲル１％ 日医工 2.90
外用薬 2649719N1084 インドメタシン １％１ｇ インドノールクリーム１％ 祐徳薬品工業 2.90
外用薬 2649719N1114 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンクリーム１％「サワイ」 沢井製薬 4.20
外用薬 2649719N1122 インドメタシン １％１ｇ インナミットクリーム１％ 日医工 2.90
外用薬 2649719N1130 インドメタシン １％１ｇ ミカメタン－クリーム１％ 三笠製薬 2.90
外用薬 2649719Q2095 インドメタシン １％１ｍＬ インナミット外用液１％ 日医工 2.90
外用薬 2649719S2033 インドメタシン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 プロアリシンテープ３５ｍｇ 前田薬品工業 12.80
外用薬 2649726M1020 ベンダザック ３％１ｇ ジベンザック軟膏３％ 摩耶堂製薬 14.00
外用薬 2649726M1062 ベンダザック ３％１ｇ イワザック軟膏３％ 岩城製薬 9.70
外用薬 2649726N1025 ベンダザック ３％１ｇ ジベンザッククリーム３％ 摩耶堂製薬 14.00
外用薬 2649729S1146 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 パッペンＫパップ３０ｍｇ 佐藤製薬 9.90
外用薬 2649729S1162 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 12.30
外用薬 2649729S1170 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 タッチロンパップ３０ 救急薬品工業 12.30
外用薬 2649729S1197 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 14.20
外用薬 2649729S1200 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 リフェロンテープ３０ｍｇ 沢井製薬 16.40
外用薬 2649729S2126 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 13.10
外用薬 2649729S2134 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 タッチロンテープ２０ 救急薬品工業 13.10
外用薬 2649729S2142 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 パテルテープ２０ 大石膏盛堂 13.10
外用薬 2649729S2150 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フレストルテープ２０ｍｇ 東和薬品 14.30
外用薬 2649729S2177 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロマールテープ２０ ビオメディクス 13.10
外用薬 2649729S2185 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 9.40
外用薬 2649729S2193 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ライラテープ２０ｍｇ 帝國製薬 14.30
外用薬 2649729S2207 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 レイナノンテープ２０ｍｇ シオノケミカル 14.30
外用薬 2649729S2215 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 9.40
外用薬 2649729S3050 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 タッチロンテープ４０ 救急薬品工業 16.40
外用薬 2649729S3068 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 パテルテープ４０ 大石膏盛堂 19.80
外用薬 2649729S3076 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ライラテープ４０ｍｇ 帝國製薬 19.80
外用薬 2649729S3092 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 16.40
外用薬 2649729S3106 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロマールテープ４０ ビオメディクス 17.80
外用薬 2649729S3114 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 14.90
外用薬 2649729S3122 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 レイナノンテープ４０ｍｇ シオノケミカル 19.80
外用薬 2649729S3130 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フレストルテープ４０ｍｇ 東和薬品 17.80
外用薬 2649729S3149 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 16.40
外用薬 2649729S4048 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンパップ６０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 21.30
外用薬 2649729S4056 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 タッチロンパップ６０ 救急薬品工業 21.30
外用薬 2649729S4064 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 パッペンＫパップ６０ｍｇ 佐藤製薬 18.40
外用薬 2649731M1080 フェルビナク ３％１ｇ スミルスチック３％ 三笠製薬 8.00
外用薬 2649731Q1057 フェルビナク ３％１ｍＬ アスゼスローション３％ 東光薬品工業 4.00
外用薬 2649731Q1073 フェルビナク ３％１ｍＬ スミルローション３％ 三笠製薬 4.00
外用薬 2649731S1127 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フレックステープ７０ｍｇ 久光製薬 15.10
外用薬 2649731S1135 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 アスゼスパップ７０ｍｇ 三友薬品 15.10
外用薬 2649731S1151 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ファルジーテープ７０ｍｇ ニプロパッチ 15.10
外用薬 2649731S1160 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビスパップ７０ｍｇ 東光薬品工業 15.10
外用薬 2649731S1178 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 救急薬品工業 15.50
外用薬 2649731S1186 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 マルチネスパップ７０ｍｇ 大石膏盛堂 15.10
外用薬 2649731S1194 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 スミルテープ７０ｍｇ 三笠製薬 17.60
外用薬 2649731S1208 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 セブテットパップ７０ｍｇ 沢井製薬 15.50
外用薬 2649731S1216 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 セルスポットパップ７０ｍｇ 大原薬品工業 13.30
外用薬 2649731S1224 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルナビオンパップ７０ 岡山大鵬薬品 15.10
外用薬 2649731S1240 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルナビオンテープ７０ 岡山大鵬薬品 15.10
外用薬 2649731S2034 フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 スミルテープ３５ｍｇ 三笠製薬 10.80
外用薬 2649731S2042 フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フェルナビオンテープ３５ 岡山大鵬薬品 9.50
外用薬 2649731S2050 フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ファルジーテープ３５ｍｇ ニプロパッチ 9.50
外用薬 2649731S3030 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 アスゼスパップ１４０ｍｇ 三友薬品 24.70
外用薬 2649731S3049 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビスパップ１４０ｍｇ 東光薬品工業 24.70
外用薬 2649732S1148 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ファルケンテープ４０ｍｇ 祐徳薬品工業 13.90
外用薬 2649732S1172 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フループテープ４０ 救急薬品工業 13.90
外用薬 2649732S3060 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フループテープ２０ 救急薬品工業 8.80
外用薬 2649732S4031 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ファルケンテープ２０ｍｇ 祐徳薬品工業 8.80
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外用薬 2649734N1020 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「テイコ
ク」

帝國製薬 6.10

外用薬 2649734N1038 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「ユート
ク」

祐徳薬品工業 6.10

外用薬 2649734N1046 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａクリーム１％「日本臓器」 日本臓器製薬 6.10

外用薬 2649734Q1042 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ アデフロニックゲル１％ 大洋薬品工業 5.30
外用薬 2649734Q1077 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ベギータゲル１％ シオノケミカル 5.30
外用薬 2649734Q1085 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」 東光薬品工業 5.30
外用薬 2649734Q1093 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａゲル１％「ラクール」 三友薬品 5.30
外用薬 2649734Q2030 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａローション１％「日本臓器」 東光薬品工業 5.30

外用薬 2649734Q2049 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａローション１％「ラクール」 三友薬品 5.30

外用薬 2649734S1040 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「テイ
コク」

帝國製薬 12.90

外用薬 2649734S1058 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「ユー
トク」

祐徳薬品工業 14.10

外用薬 2649734S1082 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「東光」 東光薬品工業 12.90
外用薬 2649734S1090 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「ラクール」 三友薬品 12.90

外用薬 2649734S1104 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「トーワ」 ニプロジェネファ 12.90
外用薬 2649734S1112 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「日医工」 日医工 12.90
外用薬 2649734S1120 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 12.90

外用薬 2649734S1139 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 11.70

外用薬 2649734S1147 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロパッチ 11.70

外用薬 2649734S1155 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 11.70

外用薬 2649734S2046 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「テイ
コク」

帝國製薬 21.10

外用薬 2649734S2054 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ユー
トク」

祐徳薬品工業 22.30

外用薬 2649734S2089 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 21.10
外用薬 2649734S2097 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 21.10

外用薬 2649734S2100 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「トーワ」 ニプロジェネファ 22.30

外用薬 2649734S2119 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「日医工」 日医工 19.60

外用薬 2649734S2127 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 22.30
外用薬 2649734S2135 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリック 18.10

外用薬 2649734S2143 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロパッチ 19.60

外用薬 2649734S2151 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 19.60

外用薬 2649734S3050 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 12.90
外用薬 2649734S3069 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 12.90

外用薬 2649734S3077 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 12.90

外用薬 2649734S3085 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムパップ７０ｍｇ「オオ
イシ」

大石膏盛堂 12.90

外用薬 2649734S4057 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 21.10
外用薬 2649734S4065 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「日本臓

器」
日本臓器製薬 22.30

外用薬 2649734S4073 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「ラクー
ル」

三友薬品 21.10

外用薬 2649734S4081 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムパップ１４０ｍｇ「オ
オイシ」

大石膏盛堂 22.30

外用薬 2649806X1035 パップ剤 １０ｇ アスモロールパップ 日医工 8.00
外用薬 2649830X1039 パップ剤 １０ｇ パステルハップ 大石膏盛堂 8.20
外用薬 2649831S1028 パップ剤 １０ｇ ハーネシップ シオエ製薬 9.40
外用薬 2649843S1039 パップ剤 １０ｇ ＭＳ温シップ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 9.40
外用薬 2649843S1055 パップ剤 １０ｇ ＭＳ温シップ「タカミツ」 タカミツ 9.40
外用薬 2649843S1071 パップ剤 １０ｇ ラクール温シップ 東光薬品工業 8.50
外用薬 2649843S1080 パップ剤 １０ｇ ミルサート温シップ 三友薬品 8.50
外用薬 2649843S1098 パップ剤 １０ｇ パステル温感ハップ 大石膏盛堂 7.60
外用薬 2649844S1033 パップ剤 １０ｇ ヤンヤン冷パップ 救急薬品工業 8.30
外用薬 2649845S1038 パップ剤 １０ｇ ヤンヤン温パップ 救急薬品工業 9.20
外用薬 2649865M1133 副腎エキス・ヘパリン類似物

質配合剤
１ｇ モービリン軟膏 東光薬品工業 7.20

外用薬 2649865M2032 副腎エキス・ヘパリン類似物
質配合剤

１ｇ モービリンゲル 東光薬品工業 7.20

外用薬 2649865N1023 副腎エキス・ヘパリン類似物
質配合剤

１ｇ ゼスタッククリーム 三笠製薬 8.00

外用薬 2649865Q1038 副腎エキス・ヘパリン類似物
質配合剤

１ｍＬ ゼスタックローション 三笠製薬 8.00

外用薬 2649887S1031 パップ剤 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 カーマスプラスター 吉田養真堂 11.10
外用薬 2649892S1032 パップ剤 １０ｇ ローテルリーフパップ 二宮薬品工業 9.40
外用薬 2649893S1029 パップ剤 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ＧＳプラスターＣ「ユートク」 祐徳薬品工業 8.20
外用薬 2649893S1037 パップ剤 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 イージプラスタ ニチバン 8.20
外用薬 2649894S1031 パップ剤 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ＧＳプラスターＨ１４０ 祐徳薬品工業 16.60
外用薬 2649894S2020 パップ剤 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ＧＳプラスターＨ７０ 祐徳薬品工業 10.60
外用薬 2649895S1028 パップ剤 １０ｇ ＭＳ冷シップ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 9.10
外用薬 2649895S1044 パップ剤 １０ｇ ＭＳ冷シップ「タカミツ」 タカミツ 9.10
外用薬 2649895S1052 パップ剤 １０ｇ ラクール冷シップ 東光薬品工業 8.30
外用薬 2649895S1060 パップ剤 １０ｇ ミルサート冷シップ 三友薬品 8.30
外用薬 2649950M1119 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパダームゲル０．３％ 共和薬品工業 6.60
外用薬 2649950M1127 ヘパリン類似物質 １ｇ エアリートゲル０．３％ 東光薬品工業 4.80
外用薬 2649950M1135 ヘパリン類似物質 １ｇ ゼムロンゲル０．３％ 大正薬品工業 6.20
外用薬 2649950M1151 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンゲル０．３％ 日医工ファーマ 7.70
外用薬 2649950M1160 ヘパリン類似物質 １ｇ ホソイドンゲル０．３％ 東和薬品 6.60
外用薬 2652701M1025 サリチル酸 ５％１０ｇ ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 東豊薬品 25.30
外用薬 2652701M2021 サリチル酸 １０％１０ｇ １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 東豊薬品 26.30
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外用薬 2655700M1073 クロトリマゾール １％１ｇ タオンゲル１％ 東興薬品工業 15.10
外用薬 2655700N1141 クロトリマゾール １％１ｇ クロストリンクリーム１％ 岩城製薬 6.90
外用薬 2655700N1168 クロトリマゾール １％１ｇ タオンクリーム１％ 東興薬品工業 15.00
外用薬 2655700N1184 クロトリマゾール １％１ｇ コトゾールクリーム１％ 寿製薬 8.30
外用薬 2655700Q2063 クロトリマゾール １％１ｍＬ コトゾール液 寿製薬 8.30
外用薬 2655700Q2110 クロトリマゾール １％１ｍＬ タオン外用液１％ 東興薬品工業 14.40
外用薬 2655702N1078 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ アムリードクリーム１％ 摩耶堂製薬 8.90
外用薬 2655702N1086 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「タイヨー」 大洋薬品工業 7.70

外用薬 2655708N1016 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾール１％クリーム 6.60
外用薬 2655708N1164 ビホナゾール １％１ｇ ビクロノールクリーム１％ 岩城製薬 10.80
外用薬 2655708N1172 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「タイヨー」 大洋薬品工業 10.80
外用薬 2655708N1180 ビホナゾール １％１ｇ ホスポールクリーム１％ 沢井製薬 12.40
外用薬 2655708N1199 ビホナゾール １％１ｇ マリンゾールクリーム１％ 佐藤製薬 12.40
外用薬 2655708N1202 ビホナゾール １％１ｇ アイコザールクリーム１％ 富士製薬工業 10.80
外用薬 2655708N1210 ビホナゾール １％１ｇ ビルミチンクリーム１％ 大正薬品工業 10.80
外用薬 2655708N1229 ビホナゾール １％１ｇ マイコゾールクリーム１％ 共和薬品工業 12.40
外用薬 2655708N1237 ビホナゾール １％１ｇ ゼルスクリーム１％ 前田薬品工業 18.60
外用薬 2655708N1245 ビホナゾール １％１ｇ ビスコポールクリーム１％ 龍角散 10.80
外用薬 2655708N1253 ビホナゾール １％１ｇ ビフォノールクリーム１％ 摩耶堂製薬 12.40
外用薬 2655708N1270 ビホナゾール １％１ｇ レンチェンスクリーム１％ 陽進堂 12.40
外用薬 2655708Q1110 ビホナゾール １％１ｍＬ ビクロノール外用液１％ 岩城製薬 10.80
外用薬 2655708Q1136 ビホナゾール １％１ｍＬ ゼルス液１％ 前田薬品工業 18.60
外用薬 2655708Q1144 ビホナゾール １％１ｍＬ ビスコポール外用液１％ 龍角散 10.80
外用薬 2655708Q1152 ビホナゾール １％１ｍＬ ビフォノール外用液１％ 摩耶堂製薬 12.40
外用薬 2655708Q1160 ビホナゾール １％１ｍＬ ビホナゾール外用液１％「タイヨー」 大洋薬品工業 10.80
外用薬 2655708Q1187 ビホナゾール １％１ｍＬ レンチェンス外用液１％ 陽進堂 12.40
外用薬 2655709N1037 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ニトラゼンクリーム２％ 岩城製薬 23.90
外用薬 2655709N1045 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトパミンクリーム２％ 東光薬品工業 23.90
外用薬 2655709N1061 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 プルナクリーム２％ 前田薬品工業 23.90
外用薬 2655709N1070 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 日本ジェネリック 23.90
外用薬 2655709Q1033 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ニトラゼンローション２％ 岩城製薬 23.90
外用薬 2655709Q1041 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトパミン外用液２％ 東光薬品工業 23.90
外用薬 2655709Q1050 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 プルナローション２％ 前田薬品工業 23.90
外用薬 2655709Q1068 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 日本ジェネリック 23.90
外用薬 2655709R1020 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトパミン外用スプレー２％ 東光薬品工業 48.80
外用薬 2655710M1042 ラノコナゾール １％１ｇ ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 岩城製薬 29.20
外用薬 2655710N1048 ラノコナゾール １％１ｇ ラノコナゾールクリーム１％「イワキ」 岩城製薬 29.20
外用薬 2655710Q1044 ラノコナゾール １％１ｍＬ ラノコナゾール外用液１％「イワキ」 岩城製薬 29.20
外用薬 2659708N1058 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ メリーダムクリーム１％ 東和薬品 30.80
外用薬 2659708N1074 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 塩酸ブテナフィンクリーム１％「マイラン」 マイラン製薬 23.90
外用薬 2659708Q1046 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ メリーダム液１％ 東和薬品 30.80
外用薬 2659708R1068 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 塩酸ブテナフィンスプレー１％「マイラン」 マイラン製薬 48.70
外用薬 2659710N1055 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ケルガークリーム１％ 前田薬品工業 17.90
外用薬 2659710N1063 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テビーナクリーム１％ 岩城製薬 19.30
外用薬 2659710N1071 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テビナシールクリーム１％ 東亜薬品 20.10
外用薬 2659710N1080 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルフィナビンクリーム１％ 日医工 20.10
外用薬 2659710N1098 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ビラスクリーム１％ 東和薬品 28.20
外用薬 2659710N1101 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ラミテクトクリーム１％ 沢井製薬 19.30
外用薬 2659710N1110 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥＫ」 小林化工 17.90
外用薬 2659710N1128 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 塩酸テルビナフィンクリーム１％「サンド」 サンド 20.10
外用薬 2659710N1136 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「タイヨー」 大洋薬品工業 14.20

外用薬 2659710N1144 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルミシールクリーム１％ 大正薬品工業 19.30
外用薬 2659710N1160 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 塩酸テルビナフィンクリーム１％「マイラン」 マイラン製薬 22.10
外用薬 2659710N1179 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「Ｆ」 富士製薬工業 22.10
外用薬 2659710N1187 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ＪＧ」 日本ジェネリック 14.20
外用薬 2659710Q1043 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ケルガー液１％ 前田薬品工業 17.90
外用薬 2659710Q1051 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テビーナ液１％ 岩城製薬 19.30
外用薬 2659710Q1060 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ビラス液１％ 東和薬品 28.20
外用薬 2659710Q1086 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ラミテクト外用液１％ 沢井製薬 19.30
外用薬 2659710Q1094 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩外用液１％「Ｆ」 富士製薬工業 22.10
外用薬 2659710R1057 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 塩酸テルビナフィンスプレー１％「マイラン」 マイラン製薬 43.50
外用薬 2669701M1057 尿素 １０％１ｇ アセチロール軟膏１０ ポーラファルマ 5.70
外用薬 2669701M1065 尿素 １０％１ｇ ベギン軟膏１０ 藤永製薬 5.70
外用薬 2669701M2061 尿素 ２０％１ｇ アセチロール軟膏２０ ポーラファルマ 5.70
外用薬 2669701M2088 尿素 ２０％１ｇ ベギン軟膏２０ 藤永製薬 5.70
外用薬 2669701M2118 尿素 ２０％１ｇ ケラベンス軟膏２０％ シオノケミカル 5.70
外用薬 2669701N1060 尿素 １０％１ｇ ウリモックスクリーム１０％ 池田薬品工業 4.90
外用薬 2669701N2032 尿素 ２０％１ｇ ウレアクリーム２０％「イワキ」 岩城製薬 5.10
外用薬 2669701N2059 尿素 ２０％１ｇ ワイドコールクリーム２０％ 池田薬品工業 5.10
外用薬 2679701Q1055 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ フロジン外用液５％ ニプロパッチ 33.00
外用薬 2679701Q1063 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ アロビックス外用液５％ 長生堂製薬 13.20
外用薬 2679701Q1071 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ カルプラニン外用液５％ 大洋薬品工業 11.50
外用薬 2691700M1061 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ アルファタカシル軟膏２μｇ／ｇ 大正薬品工業 57.40
外用薬 2691700N1067 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ アルファタカシルクリーム２μｇ／ｇ 大正薬品工業 57.40
外用薬 2699801V1050 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ スクロードパスタ 共和薬品工業 15.50
外用薬 2699801V1068 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ ネグミンシュガー軟膏 マイラン製薬 15.50
外用薬 2699801V1084 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ ドルミジンパスタ 岩城製薬 18.50
外用薬 2699801V1114 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ イソジンシュガーパスタ軟膏 日東メディック 13.10
外用薬 2699801V1130 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ ポビドリンパスタ軟膏 東亜薬品 15.50
外用薬 3323702Q1052 トロンビン ５，０００単位５ｍＬ１

瓶
トロンビン経口・局所用液５千「Ｆ」 富士製薬工業 776.70

外用薬 3325700S1020 酸化セルロース ニューニット２．５ｃｍ
×８．９ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,887.50

外用薬 3325700S2027 酸化セルロース ニューニット７．６ｃｍ
×１０．２ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

2,339.80

外用薬 3325700S3023 酸化セルロース ニューニット１５．２ｃ
ｍ×２２．９ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

2,906.60

外用薬 3325700X4027 酸化セルロース １．３ｃｍ×５．１ｃｍ
１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

877.90

外用薬 3325700X5023 酸化セルロース ５．１ｃｍ×７．６ｃｍ
１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,184.10

外用薬 3325700X6020 酸化セルロース ５．１ｃｍ×３５．６ｃ
ｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,566.10



区分
薬価基準収
載医薬品

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

外用薬 3325700X7026 酸化セルロース １０．２ｃｍ×２０．３
ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,625.80

外用薬 3325700X8022 酸化セルロース 綿型５．１ｃｍ×２．５
ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,684.20

外用薬 3325700X9029 酸化セルロース ニューニット２．５ｃｍ
×２．５ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,490.30

外用薬 3334700M1047 ヘパリンナトリウム ５００単位１ｇ ペセタ軟膏 池田薬品工業 7.70
外用薬 3339950M1102 ヘパリン類似物質 １ｇ セレロイズ軟膏０．３％ シオノケミカル 7.40
外用薬 3339950M1110 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパダーム軟膏０．３％ 共和薬品工業 8.80
外用薬 3339950M1129 ヘパリン類似物質 １ｇ クラドイド軟膏０．３％ 陽進堂 8.80
外用薬 3339950N1027 ヘパリン類似物質 １ｇ エアリートクリーム０．３％ 東光薬品工業 7.40
外用薬 3339950N1043 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンクリーム０．３％ 日医工ファーマ 10.80
外用薬 3339950Q1058 ヘパリン類似物質 １ｇ エアリートローション０．３％ 東光薬品工業 7.40
外用薬 3339950Q1066 ヘパリン類似物質 １ｇ クラドイドローション０．３％ 陽進堂 8.80
外用薬 3339950Q1082 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンローション０．３％ 日医工ファーマ 10.80
外用薬 3339950R1029 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテン外用スプレー０．３％ 日医工ファーマ 20.20
外用薬 4300700G1082 キセノン（１３３Ｘｅ） １０ＭＢｑ ジーナイガス－Ｘｅ１３３ 富士フイルムＲＩ

ファーマ
165.10

外用薬 6250700M1049 ビダラビン ３％１ｇ シオスナール軟膏３％ 東和薬品 142.80
外用薬 6250700M1120 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」 小林化工 119.60
外用薬 6250700M1138 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「タイヨー」 大洋薬品工業 119.60
外用薬 6250700M1146 ビダラビン ３％１ｇ ホスラビン軟膏３％ 岩城製薬 132.20
外用薬 6250700M1154 ビダラビン ３％１ｇ アラエビン軟膏３％ ポーラファルマ 132.20
外用薬 6250700M1162 ビダラビン ３％１ｇ ビフビン軟膏３％ 富士製薬工業 132.20
外用薬 6250700M1170 ビダラビン ３％１ｇ アラーゼ軟膏３％ 沢井製薬 142.80
外用薬 6250700M1197 ビダラビン ３％１ｇ シルベラン軟膏３％ 前田薬品工業 103.40
外用薬 6250700M1200 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「ＪＧ」 シオノケミカル 103.40
外用薬 6250700N1044 ビダラビン ３％１ｇ カサールクリーム３％ 資生堂 113.50
外用薬 6250701M1035 アシクロビル ５％１ｇ ベルクスロン軟膏５％ 東和薬品 161.50
外用薬 6250701M1043 アシクロビル ５％１ｇ ビゾクロス軟膏５％ 大正薬品工業 145.90
外用薬 6250701M1051 アシクロビル ５％１ｇ エアーナース軟膏５％ 東光薬品工業 161.50
外用薬 6250701N1022 アシクロビル ５％１ｇ ビルヘキサルクリーム５％ サンド 161.50
外用薬 6250701N1030 アシクロビル ５％１ｇ エアーナースクリーム５％ 東光薬品工業 161.50
外用薬 7190700X1023 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＥ－７５ 丸石製薬 39.10
外用薬 7190700X1031 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＨ－１５ 丸石製薬 39.10
外用薬 7190700X1040 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＳ－５５ 丸石製薬 39.10
外用薬 7212701K1020 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ バロジェクトゾル１００ 堀井薬品工業 15.30
外用薬 7212701K2026 硫酸バリウム ６０％２００ｍＬ１個 バリエネマ 日医工ファーマ 1,007.30
外用薬 7212701K3022 硫酸バリウム ６０％３００ｍＬ１個 バリエネマ３００ 日医工ファーマ 1,488.60
外用薬 7212701K4029 硫酸バリウム ３０％４００ｍＬ１個 バリエネマＬＣ 日医工ファーマ 1,051.00
外用薬 7212701K5025 硫酸バリウム ７５％３００ｍＬ１個 バリエネマＨＤ７５％ 日医工ファーマ 1,843.50
外用薬 7212701W1021 硫酸バリウム ９８．１％１０ｇ エネマスター注腸散 伏見製薬所 14.80
外用薬 7290703T1039 フルオレセイン １枚 フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ 昭和薬品化工 14.60
外用薬 7319700Q1032 安息香 １０ｍＬ ※ アンソッコウチンキ（小堺） 小堺製薬 21.60
外用薬 7319700Q1040 安息香 １０ｍＬ ※ 安息香チンキ（司生堂） 司生堂製薬 21.60

歯科用薬
剤

2710803U1036 塩酸リドカイン・酒石酸水素
エピネフリン

１．８ｍＬ１管 デンタカインカートリッジ シオノケミカル 56.00

歯科用薬
剤

2710803U1044 塩酸リドカイン・酒石酸水素
エピネフリン

１．８ｍＬ１管 オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ 昭和薬品化工 58.90

歯科用薬
剤

2710803U2032 塩酸リドカイン・酒石酸水素
エピネフリン

１ｍＬ１管 オーラ注歯科用カートリッジ１．０ｍＬ 昭和薬品化工 58.90

歯科用薬
剤

2710806U1030 塩酸リドカイン・アドレナリ
ン

１．８ｍＬ１管 キシレステシンＡ注射液（カートリッジ） スリーエム　ヘルス
ケア

61.50

歯科用薬
剤

2710816P1030 アミノ安息香酸エチル １ｇ ビーゾカイン歯科用ゼリー２０％ 福地製薬 71.30

歯科用薬
剤

2710816Q1043 アミノ安息香酸エチル １ｇ ジンジカインゲル２０％ 白水貿易 62.80

歯科用薬
剤

2710816Q1051 アミノ安息香酸エチル １ｇ ハリケインゲル歯科用２０％ アグサジャパン 72.30

歯科用薬
剤

2710816Q1060 アミノ安息香酸エチル １ｇ ハリケインリキッド歯科用２０％ アグサジャパン 76.10

歯科用薬
剤

2760804M1040 ミノサイクリン塩酸塩 １０ｍｇ０．５ｇ１シリ
ンジ

ペリオフィール歯科用軟膏２％ 昭和薬品化工 388.40

歯科用薬
剤

2790818V1039 酸化亜鉛・チョウジ油 散剤（液剤を含む）１ｇ サージカルパック口腔用 昭和薬品化工 63.60



別紙２

成分名 薬効分類 規格 該当する後発医薬品 企業名 対応する先発医薬品 企業名

ブロマゼパム
催眠鎮静
剤、抗不安
剤

１ｍｇ１錠 セニラン錠１ｍｇ サンド レキソタン錠１ 中外製薬

メダゼパム
催眠鎮静
剤、抗不安
剤

２ｍｇ１錠
メダゼパム錠２（ツルハ
ラ）

鶴原製薬 レスミット錠２ 塩野義製薬

パムネース錠２ 東邦新薬

５ｍｇ１錠
メダゼパム錠５（ツルハ
ラ）

鶴原製薬 レスミット錠５ 塩野義製薬

パムネース錠５ 東邦新薬

バルプロ酸ナ
トリウム

抗てんかん
剤

４０％１ｇ ハイセレニン細粒４０％ ＭＳＤ デパケン細粒４０％ 協和発酵キリン

メチルジゴキ
シン

強心剤 ０．０５ｍｇ１錠
メチルジゴキシン錠０．０
５ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業
ラニラピッド錠０．０５ｍ
ｇ

中外製薬

イソソルビド 利尿剤 ７０％１ｍＬ
イソソルビドシロップ７
０％「タイヨー」

大洋薬品工業 イソバイドシロップ７０％ 興和

イソソルビド内用液７０％
「あすか」

あすか製薬

７０％３０ｍＬ１
包

イソソルビド内用液７０％
分包３０ｍＬ「あすか」

あすか製薬
イソバイドシロップ７０％
分包３０ｍＬ

興和

リン酸ジメモ
ルファン

鎮咳剤 １０ｍｇ１錠 ホフバン錠１０ｍｇ 辰巳化学 アストミン錠１０ｍｇ アステラス製薬

アンブロキ
ソール塩酸塩

去たん剤 １．５％１ｇ
ムコサールドライシロップ
１．５％

日本ベーリンガー
インゲルハイム

小児用ムコソルバンＤＳ
１．５％

帝人ファーマ

テオフィリン
気管支拡張
剤

２０％１ｇ スロービッド顆粒２０％ サンド テオドール顆粒２０％ 田辺三菱製薬

５０ｍｇ１錠 テオロング錠５０ｍｇ エーザイ テオドール錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬

１００ｍｇ１錠 テオロング錠１００ｍｇ エーザイ テオドール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬

２００ｍｇ１錠 テオロング錠２００ｍｇ エーザイ テオドール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬

ケトチフェン
フマル酸塩

その他のア
レルギー用
薬

０．０２％１ｍＬ
ジキリオンシロップ０．０
２％

日医工ファーマ
ザジテンシロップ０．０
２％

ノバルティス
ファーマ

アモキシシリ
ン水和物

ペニシリン
系抗生物質

１００ｍｇ１ｇ アモリン細粒１０％ 武田薬品工業 サワシリン細粒１０％ アステラス製薬

パセトシン細粒１０％ 協和発酵キリン

１２５ｍｇ１カプ
セル

アモリンカプセル１２５ 武田薬品工業 サワシリンカプセル１２５ アステラス製薬

パセトシンカプセル１２５ 協和発酵キリン

２５０ｍｇ１カプ
セル

アモリンカプセル２５０ 武田薬品工業 サワシリンカプセル２５０ アステラス製薬

パセトシンカプセル２５０ 協和発酵キリン

セファレキシ
ン

セフェム系
抗生物質

２５０ｍｇ１カプ
セル

センセファリンカプセル２
５０

武田薬品工業
ケフレックスカプセル２５
０ｍｇ

塩野義製薬

ペンタゾシン
解熱鎮痛消
炎剤

１５ｍｇ１管 トスパリール注１５ 小林化工 ソセゴン注射液１５ｍｇ アステラス製薬

ペンタジン注射液１５ 第一三共

マルトース 糖類剤
１０％２５０ｍＬ
１袋

マルトースＭＬ輸液１０％ テルモ マルトス輸液１０％ 大塚製薬工場

１０％５００ｍＬ
１瓶

マルトース注ＭＰ１０％ マイラン製薬
マルトス輸液１０％
（１０％５００ｍＬ１袋）

大塚製薬工場

１０％５００ｍＬ
１袋

マドロス輸液１０％ 扶桑薬品工業

維持液（１
７）

血液代用剤 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３ＰＧ輸液 テルモ １０％ＥＬ－３号輸液 味の素製薬

マルトース加
乳酸リンゲル

血液代用剤 ２５０ｍＬ１瓶 ニソリＭ注 マイラン製薬
ポタコールＲ輸液
（２５０ｍＬ１袋）

大塚製薬工場

２５０ｍＬ１袋 ソルラクトＴＭＲ輸液 テルモ

ニソリＭ注 マイラン製薬

ヒシラックＭ液 ニプロファーマ

５００ｍＬ１瓶 ニソリＭ注 マイラン製薬
ポタコールＲ輸液
（５００ｍＬ１袋）

大塚製薬工場

診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目



成分名 薬効分類 規格 該当する後発医薬品 企業名 対応する先発医薬品 企業名
ラクトリンゲルＭ注「フ
ソー」

扶桑薬品工業

５００ｍＬ１袋
ラクトリンゲルＭ注「フ
ソー」

扶桑薬品工業

ニソリＭ注 マイラン製薬

ソルラクトＴＭＲ輸液 テルモ

ヒシラックＭ液 ニプロファーマ

酢酸維持液
（１）

血液代用剤 ２００ｍＬ１瓶 ペンライブ注 マイラン製薬
アクチット注
（２００ｍＬ１瓶）

興和

２００ｍＬ１袋 エスロンＢ注 アイロム製薬

ペンライブ注 マイラン製薬

ソルマルト輸液 テルモ

アクマルト輸液 光製薬

５００ｍＬ１瓶 エスロンＢ注 アイロム製薬
アクチット注
（５００ｍＬ１瓶）

興和

ペンライブ注 マイラン製薬

５００ｍＬ１袋 ペンライブ注 マイラン製薬

ソルマルト輸液 テルモ

アクマルト輸液 光製薬

ブドウ糖加酢
酸リンゲル

血液代用剤 ２００ｍＬ１瓶 リナセート輸液 味の素製薬 ヴィーンＤ注 興和

５００ｍＬ１瓶 ペロール注 マイラン製薬
ヴィーンＤ注
（５００ｍＬ１瓶）

興和

アクメイン注 光製薬

ソリューゲンＧ注 アイロム製薬

５００ｍＬ１袋 リナセート輸液 味の素製薬

ペロール注 マイラン製薬

ソルアセトＤ輸液 テルモ

アクメイン注 光製薬

腹膜透析液
（４－７）

腹膜透析用剤２．５Ｌ１袋
ステイセーフバランス　１
／１．５　腹膜透析液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－
４　１．５腹膜透析液

バクスター

腹膜透析液
（４－８）

腹膜透析用剤２．５Ｌ１袋
ステイセーフバランス　１
／２．５　腹膜透析液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－
４　２．５腹膜透析液

バクスター

過テクネチウ
ム酸ナトリウ
ム（９９ｍＴ
ｃ）

放射性医薬品１０ＭＢｑ メジテック
日本メジフィジッ
クス

ウルトラテクネカウ
富士フイルムＲＩ
ファーマ

アセトアミノ
フェン

解熱鎮痛消
炎剤

５０ｍｇ１個 パラセタ坐剤小児用５０ シオエ製薬
アンヒバ坐剤小児用５０ｍ
ｇ

アボットジャパン

アセトアミノフェン坐剤小
児用５０ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 アルピニー坐剤５０ 久光製薬

アセトアミノフェン坐剤小
児用５０ｍｇ「ＴＹＫ」

大正薬品工業 カロナール坐剤小児用５０ 昭和薬品化工

アフロギス坐剤５０ 日新製薬（山形）

１００ｍｇ１個
アセトアミノフェン坐剤小
児用１００ｍｇ「ＴＹＫ」

大正薬品工業 カロナール坐剤１００ 昭和薬品化工

アフロギス坐剤１００ 日新製薬（山形）
アンヒバ坐剤小児用１００
ｍｇ

アボットジャパン

パラセタ坐剤１００ シオエ製薬 アルピニー坐剤１００ 久光製薬

アセトアミノフェン坐剤小
児用１００ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬

ヒアルロン酸
ナトリウム

眼科用剤
１％０．４ｍＬ１
筒

オペガンハイ０．４眼粘弾
剤１％

生化学工業
ヒーロン０．４眼粘弾剤
１％

エイエムオー・
ジャパン



成分名 薬効分類 規格 該当する後発医薬品 企業名 対応する先発医薬品 企業名
１％０．６ｍＬ１
筒

オペガンハイ０．６眼粘弾
剤１％

生化学工業
オペガン０．６眼粘弾剤
１％

生化学工業

ヒーロン０．６眼粘弾剤
１％

エイエムオー・
ジャパン

１％０．８５ｍＬ
１筒

オペガンハイ０．８５眼粘
弾剤１％

生化学工業
ヒーロン０．８５眼粘弾剤
１％

エイエムオー・
ジャパン

トラニラスト 眼科用剤
２５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

アレニスト点眼液０．５％ 東亜薬品 リザベン点眼液０．５％ キッセイ薬品工業

トラメラスＰＦ点眼液０．
５％

日本点眼薬研究所

トラメラス点眼液０．５％ ニッテン

硝酸イソソル
ビド

血管拡張剤 ４０ｍｇ１枚 アンタップテープ４０ｍｇ 帝人ファーマ フランドルテープ４０ｍｇ トーアエイヨー

アズレンスル
ホン酸ナトリ
ウム

その他の消
化器官用薬

５ｍｇ１錠
アズレミック錠口腔用５ｍ
ｇ

東洋製薬化成
アズノールＳＴ錠口腔用５
ｍｇ

日本新薬

インドメタシ
ン

鎮痛、鎮
痒、収歛、
消炎剤

１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ１枚

セラスターテープ７０ 救急薬品工業 カトレップパップ７０ｍｇ 帝國製薬

テンポラルパップ７０ｍｇ 昭和薬品化工 カトレップテープ７０ｍｇ 帝國製薬

トラップオンパップ７０ｍ
ｇ

ビオメディクス
イドメシンコーワパップ７
０ｍｇ

興和

インテナシンパップ７０ｍ
ｇ

原沢製薬工業
ラクティオンパップ７０ｍ
ｇ

テイカ製薬

インドメタシンパップ７０
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 インサイドパップ７０ｍｇ 久光製薬

インドメタシンパップ７０
ｍｇ「日医工」

日医工
コリフメシンパップ７０ｍ
ｇ

東和製薬：和歌山

インドメタシンパップ７０
ｍｇ「三友」

三友薬品 ハップスターＩＤ７０ｍｇ 大石膏盛堂

ゼムパックパップ７０ 救急薬品工業

インテナースパップ７０ｍ
ｇ

東光薬品工業

アコニップパップ７０ｍｇ テイカ製薬
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