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内用薬 1121001X1018 ブロムワレリル尿素 １ｇ 局 ブロムワレリル尿素 8.80
内用薬 1121001X1042 ブロムワレリル尿素 １ｇ 局 ブロムワレリル尿素「三恵」 三恵薬品 9.10
内用薬 1121001X1050 ブロムワレリル尿素 １ｇ 局 「純生」ブロムワレリル尿素 純生薬品工業 9.10
内用薬 1121001X1085 ブロムワレリル尿素 １ｇ 局 ブロムワレリル尿素「メタル」 中北薬品 9.60
内用薬 1121001X1107 ブロムワレリル尿素 １ｇ 局 ブロムワレリル尿素「ホエイ」 マイラン製薬 9.10
内用薬 1121001X1131 ブロムワレリル尿素 １ｇ 局 ※ ブロムワレリル尿素（山善） 山善製薬 9.60
内用薬 1121001X1166 ブロムワレリル尿素 １ｇ 局 ブロムワレリル尿素〈ハチ〉 東洋製薬化成 9.10
内用薬 1121001X1204 ブロムワレリル尿素 １ｇ 局 ブロバリン原末 日本新薬 10.00
内用薬 1121001X1212 ブロムワレリル尿素 １ｇ 局 ブロモバレリル尿素「ヨシダ」 吉田製薬 10.40
内用薬 1121001X1220 ブロムワレリル尿素 １ｇ 局 ブロムワレリル尿素「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.00
内用薬 1121001X1239 ブロムワレリル尿素 １ｇ 局 ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」 丸石製薬 9.10
内用薬 1123001X1012 抱水クロラール １ｇ 局 抱水クロラール 36.20
内用薬 1124001B1039 エスタゾラム １％１ｇ ユーロジン散１％ 武田薬品工業 64.40
内用薬 1124001F1022 エスタゾラム １ｍｇ１錠 ユーロジン１ｍｇ錠 武田薬品工業 11.00
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 後発品 8.30
内用薬 1124001F2029 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 ユーロジン２ｍｇ錠 武田薬品工業 17.20
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 後発品 13.70
内用薬 1124002M1042 塩酸フルラゼパム １０ｍｇ１カプセル ベノジールカプセル１０ 協和発酵キリン 9.60
内用薬 1124002M2022 塩酸フルラゼパム １５ｍｇ１カプセル ダルメートカプセル１５ 共和薬品工業 11.60
内用薬 1124002M2049 塩酸フルラゼパム １５ｍｇ１カプセル ベノジールカプセル１５ 協和発酵キリン 11.60
内用薬 1124003B1070 ニトラゼパム １％１ｇ ネルボン散１％ 第一三共 18.20
内用薬 1124003C1092 ニトラゼパム １％１ｇ ベンザリン細粒１％ 塩野義製薬 18.70
内用薬 1124003C1106 ニトラゼパム １％１ｇ ネルロレン細粒１％ 辰巳化学 後発品 6.20
内用薬 1124003F1021 ニトラゼパム ２ｍｇ１錠 ベンザリン錠２ 塩野義製薬 6.00
内用薬 1124003F2044 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 チスボン錠５ 鶴原製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 5.40
内用薬 1124003F2222 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ベンザリン錠５ 塩野義製薬 11.80
内用薬 1124003F2230 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ネルボン錠５ｍｇ 第一三共 11.80
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 後発品 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 後発品 5.40
内用薬 1124003F3040 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 チスボン錠１０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124003F3083 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ネルボン錠１０ｍｇ 第一三共 18.30
内用薬 1124003F3091 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ネルロレン錠「１０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1124003F3121 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ベンザリン錠１０ 塩野義製薬 18.30
内用薬 1124004F1042 ニメタゼパム ３ｍｇ１錠 エリミン錠３ｍｇ 大日本住友製薬 15.20
内用薬 1124004F2030 ニメタゼパム ５ｍｇ１錠 エリミン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 19.90
内用薬 1124005C1032 ハロキサゾラム １％１ｇ ソメリン細粒１％ 第一三共 29.60
内用薬 1124005F1020 ハロキサゾラム ５ｍｇ１錠 ソメリン錠５ｍｇ 第一三共 19.40
内用薬 1124005F2027 ハロキサゾラム １０ｍｇ１錠 ソメリン錠１０ｍｇ 第一三共 29.00
内用薬 1124007F1020 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 ファイザー 11.20
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 後発品 5.80
内用薬 1124007F1046 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＥＭ

ＥＣ」
サンノーバ 後発品 5.80

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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 1124007F2026 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ハルシオン０．２５ｍｇ錠 ファイザー 16.00
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 後発品 6.50
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） 後発品 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 後発品 5.80
内用薬 1124007F2093 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ネスゲン錠「０．２５」 辰巳化学 後発品 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 後発品 6.50
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 後発品 5.60
内用薬 1124007F2158 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＳ

Ｕ」
鶴原製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 5.80
内用薬 1124008F1024 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 サイレース錠１ｍｇ エーザイ 16.60
内用薬 1124008F1032 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 ロヒプノール錠１ 中外製薬 15.60
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 後発品 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 後発品 5.80
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 後発品 5.60
内用薬 1124008F2020 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 サイレース錠２ｍｇ エーザイ 23.80
内用薬 1124008F2039 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 ロヒプノール錠２ 中外製薬 23.10
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 後発品 7.00
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 後発品 6.20
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 後発品 11.90
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
後発品 12.20

内用薬 1124009F1088 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ユリモラン錠 長生堂製薬 後発品 7.30
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 後発品 10.00
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 後発品 6.70
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） 後発品 7.80
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 後発品 8.70
内用薬 1124009F1185 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＭ錠０．２５「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 11.90

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 後発品 6.70
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 後発品 12.20
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 後発品 8.70
内用薬 1124009F1223 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レンドルミン錠０．２５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
29.40

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 後発品 7.30
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 後発品 6.70
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 後発品 8.70
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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 後発品 11.90
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 後発品 7.80

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 後発品 7.30
内用薬 1124009F2025 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
29.40

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 後発品 7.80

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 後発品 11.90
内用薬 1124010F1021 ロルメタゼパム １ｍｇ１錠 エバミール錠１．０ バイエル薬品 22.00
内用薬 1124010F1030 ロルメタゼパム １ｍｇ１錠 ロラメット錠１．０ ワイス 23.50
内用薬 1124013B1031 オキサゾラム １０％１ｇ セレナール散１０％ 第一三共 44.60
内用薬 1124013C1045 オキサゾラム １０％１ｇ ペルサール細粒 イセイ 後発品 11.00
内用薬 1124013C1053 オキサゾラム １０％１ｇ ペルサール細粒１０％ イセイ 後発品 11.00
内用薬 1124013F1033 オキサゾラム ５ｍｇ１錠 セレナール錠５ 第一三共 5.70
内用薬 1124013F2064 オキサゾラム １０ｍｇ１錠 セレナール錠１０ 第一三共 5.90
内用薬 1124013F2080 オキサゾラム １０ｍｇ１錠 トッカータ錠１０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.40
内用薬 1124013F2110 オキサゾラム １０ｍｇ１錠 ネブスン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.40
内用薬 1124013F2129 オキサゾラム １０ｍｇ１錠 ペルサール錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 1124013F3109 オキサゾラム ２０ｍｇ１錠 ペルサール錠２０ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 1124014B1036 クロキサゾラム １％１ｇ セパゾン散１％ 第一三共 26.90
内用薬 1124014F1038 クロキサゾラム １ｍｇ１錠 セパゾン錠１ 第一三共 5.70
内用薬 1124014F2034 クロキサゾラム ２ｍｇ１錠 セパゾン錠２ 第一三共 6.00
内用薬 1124015M2020 クロラゼプ酸二カリウム ７．５ｍｇ１カプセル 局 メンドン７．５ｍｇ アボットジャパン 11.70
内用薬 1124015M2038 クロラゼプ酸二カリウム ７．５ｍｇ１カプセル 局 メンドンカプセル７．５ｍｇ アボットジャパン 11.70
内用薬 1124017B1129 ジアゼパム １％１ｇ セルシン散１％ 武田薬品工業 18.70
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 後発品 6.20
内用薬 1124017B1145 ジアゼパム １％１ｇ ホリゾン散１％ アステラス製薬 17.00
内用薬 1124017B1153 ジアゼパム １％１ｇ リリバー散１％ マイラン製薬 後発品 6.20
内用薬 1124017B1161 ジアゼパム １％１ｇ リリーゼン散１％ 日医工ファーマ 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 1124017F2046 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 1124017F2054 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1124017F2089 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアパックス錠２ｍｇ 大鵬薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124017F2097 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 セエルカム錠２ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124017F2100 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 セレナミン錠２ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 5.60
内用薬 1124017F2135 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ２ｍｇセルシン錠 武田薬品工業 5.90
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 後発品 5.60
内用薬 1124017F2151 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ホリゾン錠２ｍｇ アステラス製薬 5.90
内用薬 1124017F2160 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 リリーゼン錠２ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 1124017F2194 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124017F2208 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 リリバー錠２ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.90
内用薬 1124017F4049 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ５ｍｇセルシン錠 武田薬品工業 9.20
内用薬 1124017F4065 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠５「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1124017F4090 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアパックス錠５ｍｇ 大鵬薬品工業 後発品 5.70
内用薬 1124017F4103 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 セエルカム錠５ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124017F4111 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 セレナミン錠５ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 1124017F4162 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ホリゾン錠５ｍｇ アステラス製薬 9.20
内用薬 1124017F4200 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124017F5037 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 １０ｍｇセルシン錠 武田薬品工業 19.20
内用薬 1124017F5045 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 セエルカム錠１０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124017Q1032 ジアゼパム ０．１％１ｍＬ セルシンシロップ０．１％ 武田薬品工業 18.40
内用薬 1124018F1028 プラゼパム ５ｍｇ１錠 局 セダプランコーワ錠５ 興和 9.60
内用薬 1124018F2024 プラゼパム １０ｍｇ１錠 局 セダプランコーワ錠１０ 興和 16.30
内用薬 1124019C1034 フルジアゼパム ０．１％１ｇ エリスパン細粒０．１％ 大日本住友製薬 27.90
内用薬 1124019F1030 フルジアゼパム ０．２５ｍｇ１錠 エリスパン錠０．２５ｍｇ 大日本住友製薬 9.10
内用薬 1124020C1045 ブロマゼパム １％１ｇ レキソタン細粒１％ 中外製薬 31.20
内用薬 1124020C1053 ブロマゼパム １％１ｇ セニラン細粒１％ サンド 後発品 27.50
内用薬 1124020F1025 ブロマゼパム １ｍｇ１錠 レキソタン錠１ 中外製薬 5.60
内用薬 1124020F2021 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 セニラン錠２ サンド 後発品 5.60
内用薬 1124020F2030 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 レキソタン錠２ 中外製薬 6.60
内用薬 1124020F2048 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 セニラン錠２ｍｇ サンド 後発品 5.60
内用薬 1124020F3028 ブロマゼパム ３ｍｇ１錠 セニラン錠３ サンド 後発品 6.50
内用薬 1124020F3036 ブロマゼパム ３ｍｇ１錠 セニラン錠３ｍｇ サンド 後発品 6.50
内用薬 1124020F4024 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 セニラン錠５ サンド 後発品 9.00
内用薬 1124020F4032 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 レキソタン錠５ 中外製薬 15.50
内用薬 1124020F4040 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 セニラン錠５ｍｇ サンド 後発品 9.00
内用薬 1124021C1031 メダゼパム １％１ｇ パムネース細粒 東邦新薬 後発品 6.20
内用薬 1124021F1038 メダゼパム ２ｍｇ１錠 パムネース錠２ 東邦新薬 後発品 5.60
内用薬 1124021F1046 メダゼパム ２ｍｇ１錠 メダゼパム錠２（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124021F1054 メダゼパム ２ｍｇ１錠 レスミット錠２ 塩野義製薬 5.60
内用薬 1124021F2115 メダゼパム ５ｍｇ１錠 パムネース錠５ 東邦新薬 後発品 5.60
内用薬 1124021F2123 メダゼパム ５ｍｇ１錠 メダゼパム錠５（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124021F2166 メダゼパム ５ｍｇ１錠 レスミット錠５ 塩野義製薬 5.70
内用薬 1124022F1024 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 アズロゲン錠０．５ 高田製薬 後発品 5.00
内用薬 1124022F1067 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ワイパックス錠０．５ ワイス 6.70
内用薬 1124022F1075 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ユーパン錠０．５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.00
内用薬 1124022F2071 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ワイパックス錠１．０ ワイス 12.20
内用薬 1124022F2080 ロラゼパム １ｍｇ１錠 アズロゲン錠１．０ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 1124022F2101 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ユーパン錠１．０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 1124023F1029 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 コンスタン０．４ｍｇ錠 武田薬品工業 10.40
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内用薬 1124023F1037 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 ソラナックス０．４ｍｇ錠 ファイザー 10.10
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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60
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 後発品 5.60

内用薬 1124023F2025 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 コンスタン０．８ｍｇ錠 武田薬品工業 17.20
内用薬 1124023F2033 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 ソラナックス０．８ｍｇ錠 ファイザー 17.20
内用薬 1124024C1035 フルタゾラム １％１ｇ コレミナール細粒１％ 沢井製薬 19.40
内用薬 1124024F1031 フルタゾラム ４ｍｇ１錠 コレミナール錠４ｍｇ 沢井製薬 9.70
内用薬 1124025C1030 メキサゾラム ０．１％１ｇ メレックス細粒０．１％ 第一三共 14.00
内用薬 1124025F1028 メキサゾラム ０．５ｍｇ１錠 メレックス錠０．５ｍｇ 第一三共 7.50
内用薬 1124025F2024 メキサゾラム １ｍｇ１錠 メレックス錠１ｍｇ 第一三共 13.90
内用薬 1124026C1034 トフィソパム １０％１ｇ エマンダキシン細粒 長生堂製薬 後発品 10.50
内用薬 1124026C1077 トフィソパム １０％１ｇ ツルベール細粒 鶴原製薬 後発品 10.50
内用薬 1124026C1085 トフィソパム １０％１ｇ グランダキシン細粒１０％ 持田製薬 30.70
内用薬 1124026C1093 トフィソパム １０％１ｇ ツルベール細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 10.50
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 後発品 10.50
内用薬 1124026F1022 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 グランダキシン錠５０ 持田製薬 17.10
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 後発品 5.60
内用薬 1124026F1049 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 クラソパン錠５０ｍｇ 龍角散 後発品 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 後発品 6.00
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 後発品 5.70
内用薬 1124026F1219 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 グランパム錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.70
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 後発品 5.70
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 後発品 5.70
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 後発品 7.90
内用薬 1124026F1251 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィス錠５０ｍｇ メディサ新薬 後発品 6.00
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
後発品 5.70

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 後発品 6.30
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 後発品 6.00
内用薬 1124027F1035 フルトプラゼパム ２ｍｇ１錠 レスタス錠２ｍｇ シェリング・プラ

ウ
21.70

内用薬 1124028B1011 クロルジアゼポキシド １％１ｇ 局 クロルジアゼポキシド散 7.20
内用薬 1124028B1046 クロルジアゼポキシド １％１ｇ 局 コントール散１％ 武田薬品工業 9.00
内用薬 1124028B2018 クロルジアゼポキシド １０％１ｇ 局 クロルジアゼポキシド散 45.60
内用薬 1124028F1013 クロルジアゼポキシド ５ｍｇ１錠 局 クロルジアゼポキシド錠 9.60
内用薬 1124028F2010 クロルジアゼポキシド １０ｍｇ１錠 局 クロルジアゼポキシド錠 9.60
内用薬 1124029C1038 ロフラゼプ酸エチル １％１ｇ メイラックス細粒１％ 明治製菓 225.90
内用薬 1124029F1026 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 メイラックス錠１ｍｇ 明治製菓 23.80
内用薬 1124029F1034 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 アズトレム錠１ｍｇ 高田製薬 後発品 10.00
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 後発品 7.80
内用薬 1124029F1050 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 メデタックス錠１ メディサ新薬 後発品 10.00
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 後発品 7.80
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 後発品 7.80
内用薬 1124029F2022 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 メイラックス錠２ｍｇ 明治製菓 42.40
内用薬 1124029F2030 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 アズトレム錠２ｍｇ 高田製薬 後発品 16.00
内用薬 1124029F2049 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 メデタックス錠２ メディサ新薬 後発品 16.00
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 後発品 10.90
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 後発品 10.50
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 後発品 10.10
内用薬 1124030F1029 クアゼパム １５ｍｇ１錠 ドラール錠１５ 久光製薬 110.90
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） 後発品 71.30
内用薬 1124030F1045 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 54.50
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 後発品 59.00
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 後発品 77.10
内用薬 1124030F1070 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 74.00
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 後発品 59.00
内用薬 1124030F2025 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 ドラール錠２０ 久光製薬 131.50
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） 後発品 84.00
内用薬 1124030F2041 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 67.30
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 後発品 84.00
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 後発品 71.70
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 後発品 71.70
内用薬 1124030F2084 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 84.00
内用薬 1125001X1017 アモバルビタール １ｇ 局 アモバルビタール 48.70
内用薬 1125002X1011 バルビタール １ｇ 局 バルビタール 9.50
内用薬 1125003B2015 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバルビタール散１０％ 7.20
内用薬 1125003B2031 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバール散１０％ 藤永製薬 9.00
内用薬 1125003B2058 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバルビタール散　シオエ シオエ製薬 9.00
内用薬 1125003B2139 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバルビタール散１０％「マルイ

シ」
丸石製薬 7.90

内用薬 1125003B2155 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバルビタール散１０％「ＪＧ」 日本ジェネリック 7.90
内用薬 1125003B2163 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバルビタール散１０％「シオ

エ」
シオエ製薬 9.00

内用薬 1125003X1016 フェノバルビタール １ｇ 局 フェノバルビタール 22.90
内用薬 1125003X1091 フェノバルビタール １ｇ 局 フェノバルビタール「ホエイ」 マイラン製薬 29.80
内用薬 1125003X1130 フェノバルビタール １ｇ 局 フェノバール末 藤永製薬 29.80
内用薬 1125003X1156 フェノバルビタール １ｇ 局 フェノバール原末 藤永製薬 29.80
内用薬 1125004F1023 フェノバルビタール ３０ｍｇ１錠 フェノバール錠３０ｍｇ 藤永製薬 5.90
内用薬 1125004S1030 フェノバルビタール ０．４％１ｍＬ フェノバールエリキシル０．４％ 藤永製薬 4.80
内用薬 1125006F1030 ペントバルビタールカル

シウム
５０ｍｇ１錠 ラボナ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 9.60
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内用薬 1126001X1014 臭化カリウム １０ｇ 局 臭化カリウム 67.90
内用薬 1126002X1019 臭化ナトリウム １０ｇ 局 臭化ナトリウム 73.20
内用薬 1129004Q1031 トリクロホスナトリウム １０％１ｍＬ 局 トリクロリールシロップ１０％ アルフレッサ

ファーマ
12.10

内用薬 1129006F1021 塩酸リルマザホン １ｍｇ１錠 リスミー錠１ｍｇ 塩野義製薬 20.90
内用薬 1129006F1030 塩酸リルマザホン １ｍｇ１錠 塩酸リルマザホン錠１「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 13.60
内用薬 1129006F2028 塩酸リルマザホン ２ｍｇ１錠 リスミー錠２ｍｇ 塩野義製薬 32.80
内用薬 1129006F2036 塩酸リルマザホン ２ｍｇ１錠 塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 21.90
内用薬 1129007F1026 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 アモバン錠７．５ サノフィ・アベン

ティス
25.90

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 後発品 10.60
内用薬 1129007F1042 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクール錠７．５ 沢井製薬 後発品 10.60
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 後発品 7.20
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
後発品 8.10

内用薬 1129007F1085 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 メトローム錠７．５ 辰巳化学 後発品 7.80
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 後発品 8.10
内用薬 1129007F2022 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 アモバン錠１０ サノフィ・アベン

ティス
31.50

内用薬 1129007F2030 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクール錠１０ 沢井製薬 後発品 11.90
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 後発品 8.10
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
後発品 8.90

内用薬 1129007F2065 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 メトローム錠１０ 辰巳化学 後発品 8.40
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 後発品 8.10
内用薬 1129008F1039 クエン酸タンドスピロン ５ｍｇ１錠 セディール錠５ｍｇ 大日本住友製薬 20.00
内用薬 1129008F1047 クエン酸タンドスピロン 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 後発品 13.00

内用薬 1129008F1055 クエン酸タンドスピロン ５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 13.00

内用薬 1129008F1063 クエン酸タンドスピロン ５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 13.40

内用薬 1129008F1071 クエン酸タンドスピロン ５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 13.40

内用薬 1129008F2035 クエン酸タンドスピロン １０ｍｇ１錠 セディール錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 34.70
内用薬 1129008F2043 クエン酸タンドスピロン １０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 23.70

内用薬 1129008F2051 クエン酸タンドスピロン 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 後発品 21.70

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

沢井製薬 後発品 22.70

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

日医工 後発品 23.70

内用薬 1129008F3023 クエン酸タンドスピロン ２０ｍｇ１錠 セディール錠２０ｍｇ 大日本住友製薬 60.30
内用薬 1129008F3031 クエン酸タンドスピロン ２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 41.10

内用薬 1129008F3040 クエン酸タンドスピロン 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 後発品 41.10

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

沢井製薬 後発品 41.10

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

日医工 後発品 41.10

内用薬 1129009F1025 酒石酸ゾルピデム ５ｍｇ１錠 マイスリー錠５ｍｇ アステラス製薬 49.60
内用薬 1129009F2021 酒石酸ゾルピデム １０ｍｇ１錠 マイスリー錠１０ｍｇ アステラス製薬 78.70
内用薬 1131001A1038 アセチルフェネトライド １ｇ クランポール末 大日本住友製薬 40.40
内用薬 1131001F1035 アセチルフェネトライド ２００ｍｇ１錠 クランポール錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 10.80
内用薬 1132001A1035 エトトイン １ｇ アクセノン末 大日本住友製薬 40.80
内用薬 1132002B1019 フェニトイン １０％１ｇ 局 フェニトイン散 12.40
内用薬 1132002B2015 フェニトイン ９７％１ｇ 局 フェニトイン散 42.80
内用薬 1132002F1010 フェニトイン ２５ｍｇ１錠 局 フェニトイン錠 12.90
内用薬 1132002F2017 フェニトイン １００ｍｇ１錠 局 フェニトイン錠 13.40
内用薬 1132002X1016 フェニトイン １ｇ 局 フェニトイン 35.90
内用薬 1133001F1013 トリメタジオン １００ｍｇ１錠 局 トリメタジオン錠 10.10
内用薬 1133002B1032 トリメタジオン ６６．７％１ｇ ミノアレ散６６．７％ 大日本住友製薬 19.70
内用薬 1135002C1040 プリミドン ９９．５％１ｇ プリミドン細粒９９．５％大日本 大日本住友製薬 33.80
内用薬 1135002F1047 プリミドン ２５０ｍｇ１錠 プリミドン錠２５０ｍｇ大日本 大日本住友製薬 11.30
内用薬 1137001F1039 スルチアム ５０ｍｇ１錠 オスポロット錠５０ｍｇ 共和薬品工業 8.10
内用薬 1137001F2035 スルチアム ２００ｍｇ１錠 オスポロット錠２００ｍｇ 共和薬品工業 26.10
内用薬 1139001B1031 エトスクシミド ５０％１ｇ エピレオプチマル散５０％ エーザイ 47.00
内用薬 1139001Q1042 エトスクシミド ５％１ｍＬ ザロンチンシロップ５％ 第一三共 9.30
内用薬 1139002C1058 カルバマゼピン ５０％１ｇ レキシン５０％細粒 藤永製薬 後発品 22.60
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 後発品 15.00
内用薬 1139002C1074 カルバマゼピン ５０％１ｇ テレスミン細粒５０％ 田辺三菱製薬 後発品 22.60
内用薬 1139002C1082 カルバマゼピン ５０％１ｇ テグレトール細粒５０％ ノバルティス

ファーマ
28.70

内用薬 1139002F1062 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 テグレトール錠２００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

13.30

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 後発品 7.90
内用薬 1139002F1089 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 テレスミン錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 9.30
内用薬 1139002F1097 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 レキシン錠２００ｍｇ 藤永製薬 後発品 9.30
内用薬 1139002F2026 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 テグレトール錠１００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
8.40

内用薬 1139002F2034 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 レキシン錠１００ｍｇ 藤永製薬 後発品 5.70
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 後発品 5.60

内用薬 1139003C1044 クロナゼパム ０．１％１ｇ リボトリール細粒０．１％ 中外製薬 16.10
内用薬 1139003C1052 クロナゼパム ０．１％１ｇ ランドセン細粒０．１％ 大日本住友製薬 16.10
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内用薬 1139003C2040 クロナゼパム ０．５％１ｇ リボトリール細粒０．５％ 中外製薬 58.70
内用薬 1139003C2059 クロナゼパム ０．５％１ｇ ランドセン細粒０．５％ 大日本住友製薬 58.70
内用薬 1139003F1040 クロナゼパム ０．５ｍｇ１錠 リボトリール錠０．５ｍｇ 中外製薬 9.50
内用薬 1139003F1059 クロナゼパム ０．５ｍｇ１錠 ランドセン錠０．５ｍｇ 大日本住友製薬 9.50
内用薬 1139003F2047 クロナゼパム １ｍｇ１錠 リボトリール錠１ｍｇ 中外製薬 16.40
内用薬 1139003F2055 クロナゼパム １ｍｇ１錠 ランドセン錠１ｍｇ 大日本住友製薬 16.40
内用薬 1139003F3043 クロナゼパム ２ｍｇ１錠 リボトリール錠２ｍｇ 中外製薬 28.60
内用薬 1139003F3051 クロナゼパム ２ｍｇ１錠 ランドセン錠２ｍｇ 大日本住友製薬 28.60
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％「Ｅ

ＭＥＣ」
小林化工 後発品 12.70

内用薬 1139004C1057 バルプロ酸ナトリウム ２０％１ｇ デパケン細粒２０％ 協和発酵キリン 18.40
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％ シェリング・プラ

ウ
後発品 17.00

内用薬 1139004C2053 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ ハイセレニン細粒４０％ シェリング・プラ
ウ

27.60

内用薬 1139004C2061 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ デパケン細粒４０％ 協和発酵キリン 27.10
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 後発品 28.70
内用薬 1139004D1052 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ セレニカＲ顆粒４０％ 興和 44.30
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 後発品 28.70
内用薬 1139004F1029 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 デパケン錠１００ 協和発酵キリン 10.70
内用薬 1139004F1045 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バレリン錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 9.10
内用薬 1139004F1053 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 ハイセレニン錠１００ｍｇ シェリング・プラ

ウ
後発品 9.10

内用薬 1139004F2106 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バレリン錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 12.90
内用薬 1139004F2114 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 デパケン錠２００ 協和発酵キリン 16.20
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 後発品 11.60
内用薬 1139004F2149 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 サノテン錠２００ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.80
内用薬 1139004F2157 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 ハイセレニン錠２００ｍｇ シェリング・プラ

ウ
後発品 12.90

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 後発品 6.10

内用薬 1139004G1024 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 デパケンＲ錠１００ 協和発酵キリン 12.60
内用薬 1139004G2020 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 デパケンＲ錠２００ 協和発酵キリン 20.70
内用薬 1139004G2039 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 セレニカＲ錠２００ｍｇ 興和 27.20
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 後発品 13.40
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２００ｍ

ｇ「アメル」
共和薬品工業 後発品 13.40

内用薬 1139004G3027 バルプロ酸ナトリウム ４００ｍｇ１錠 セレニカＲ錠４００ｍｇ 興和 44.80
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 後発品 6.80
内用薬 1139004Q1089 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ バレリンシロップ５％ 大日本住友製薬 後発品 8.10
内用薬 1139004Q1097 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ セレブシロップ５％ 日医工ファーマ 後発品 6.80
内用薬 1139004Q1100 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ デパケンシロップ５％ 協和発酵キリン 8.40
内用薬 1139005B1030 ゾニサミド ２０％１ｇ エクセミド散２０％ 共和薬品工業 後発品 42.30
内用薬 1139005B1048 ゾニサミド ２０％１ｇ エクセグラン散２０％ 大日本住友製薬 66.10
内用薬 1139005F1023 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 エクセグラン錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 35.80
内用薬 1139005F1031 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 エクセミド錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 22.50
内用薬 1139006C1030 クロバザム １％１ｇ マイスタン細粒１％ 大日本住友製薬 36.40
内用薬 1139006F1028 クロバザム ５ｍｇ１錠 マイスタン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 24.40
内用薬 1139006F2024 クロバザム １０ｍｇ１錠 マイスタン錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 42.00
内用薬 1139007F1022 ガバペンチン ２００ｍｇ１錠 ガバペン錠２００ｍｇ ファイザー 38.30
内用薬 1139007F2029 ガバペンチン ３００ｍｇ１錠 ガバペン錠３００ｍｇ ファイザー 51.40
内用薬 1139007F3025 ガバペンチン ４００ｍｇ１錠 ガバペン錠４００ｍｇ ファイザー 62.80
内用薬 1139008F1027 トピラマート ５０ｍｇ１錠 トピナ錠５０ｍｇ 協和発酵キリン 102.70
内用薬 1139008F2023 トピラマート １００ｍｇ１錠 トピナ錠１００ｍｇ 協和発酵キリン 167.60
内用薬 1139009F1021 ラモトリギン ２ｍｇ１錠 ラミクタール錠小児用２ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
16.60

内用薬 1139009F2028 ラモトリギン ５ｍｇ１錠 ラミクタール錠小児用５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

31.80

内用薬 1139009F3024 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラミクタール錠２５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

99.80

内用薬 1139009F4020 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラミクタール錠１００ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

267.40

内用薬 1139100F1029 フェニトイン・フェノバ
ルビタール

１錠 複合アレビアチン錠 大日本住友製薬 6.20

内用薬 1139100F1037 フェニトイン・フェノバ
ルビタール

１錠 複合アレビアチン配合錠 大日本住友製薬 6.20

内用薬 1139103X1028 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＤ 藤永製薬 6.40

内用薬 1139103X1036 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＤ配合錠 藤永製薬 6.40

内用薬 1139104X1022 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＥ 藤永製薬 6.00

内用薬 1139104X1030 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＥ配合錠 藤永製薬 6.00

内用薬 1139105X1027 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＦ 藤永製薬 6.20

内用薬 1139105X1035 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＦ配合錠 藤永製薬 6.20

内用薬 1141001X1010 アセトアミノフェン １ｇ 局 アセトアミノフェン 7.20
内用薬 1141001X1029 アセトアミノフェン １ｇ 局 アセトアミノフェン〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.50
内用薬 1141001X1045 アセトアミノフェン １ｇ 局 アセトアミノフェン「ヨシダ」 吉田製薬 8.50
内用薬 1141001X1070 アセトアミノフェン １ｇ 局 ピレチノール 岩城製薬 7.50
内用薬 1141001X1088 アセトアミノフェン １ｇ 局 ピリナジン末 長生堂製薬 8.50
内用薬 1141001X1096 アセトアミノフェン １ｇ 局 アセトアミノフェン原末「マルイシ」 丸石製薬 7.50
内用薬 1141002X1015 フェナセチン １ｇ 局 フェナセチン 9.20
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内用薬 1141004F1086 フルフェナム酸アルミニ
ウム

１２５ｍｇ１錠 オパイリン錠１２５ｍｇ 大正製薬 9.30

内用薬 1141004F2058 フルフェナム酸アルミニ
ウム

２５０ｍｇ１錠 オパイリン錠２５０ｍｇ 大正製薬 12.60

内用薬 1141005B1062 メフェナム酸 ５０％１ｇ ポンタール散５０％ 第一三共 16.90
内用薬 1141005C2030 メフェナム酸 ９８．５％１ｇ ポンタール細粒９８．５％ 第一三共 27.60
内用薬 1141005F1048 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１錠 ポンタール錠２５０ｍｇ 第一三共 9.90
内用薬 1141005M1020 メフェナム酸 １２５ｍｇ１カプセル ポンタールカプセル１２５ｍｇ 第一三共 6.10
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 後発品 5.40
内用薬 1141005M2094 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル ポンタールカプセル２５０ｍｇ 第一三共 9.60
内用薬 1141005M2159 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル ※ メフェナムサンカプセル（昭和薬品化

工）
昭和薬品化工 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.40

内用薬 1141005Q1081 メフェナム酸 ３．２５％１ｍＬ ポンタールシロップ３．２５％ 第一三共 6.40
内用薬 1141005Q1103 メフェナム酸 ３．２５％１ｍＬ ワンメデーシロップ３．２５％ 日新製薬（山形） 後発品 2.50
内用薬 1141007C1059 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アテネメン２０％細粒 鶴原製薬 後発品 6.20
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 後発品 9.10
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 後発品 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％「Ｎ

Ｐ」
ニプロファーマ 後発品 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％（ＴＹ
Ｋ）

大正薬品工業 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 10.70
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 後発品 5.80
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 後発品 5.80
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（Ｔ

ＹＫ）
大正薬品工業 後発品 5.80

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 後発品 9.00
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 後発品 7.30
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「Ｎ

Ｐ」
ニプロファーマ 後発品 5.60

内用薬 1141007F1101 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「イ
セイ」

イセイ 後発品 5.80

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 後発品 6.00
内用薬 1141007F1128 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アテネメン錠２００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 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 後発品 6.50
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 後発品 6.50
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 後発品 9.70
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 後発品 6.10
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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 10.70
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 後発品 11.20
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 後発品 10.70
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２

０％
東和薬品 後発品 10.70

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 後発品 13.50
内用薬 1143001F1010 アスピリン ５００ｍｇ１錠 局 アスピリン錠 9.70
内用薬 1143001X1015 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン 19.80
内用薬 1143001X1040 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「ケンエー」 健栄製薬 24.50
内用薬 1143001X1066 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン　シオエ シオエ製薬 28.70
内用薬 1143001X1074 アスピリン １０ｇ 局 「純生」アスピリン 純生薬品工業 24.50
内用薬 1143001X1104 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「メタル」 中北薬品 28.70
内用薬 1143001X1112 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「ホエイ」 マイラン製薬 28.70
内用薬 1143001X1147 アスピリン １０ｇ 局 ※ アスピリン（山善） 山善製薬 28.70
内用薬 1143001X1171 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 28.70
内用薬 1143001X1201 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「ヨシダ」 吉田製薬 28.70
内用薬 1143001X1210 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン．ＯＹ 日医工ファーマ 24.50
内用薬 1143001X1228 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「バイエル」 バイエル薬品 28.70
内用薬 1143001X1236 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン原末「マルイシ」 丸石製薬 28.70
内用薬 1143005X1013 エテンザミド １ｇ 局 エテンザミド 7.50
内用薬 1143005X1048 エテンザミド １ｇ 局 エテンザミド「ヨシダ」 吉田製薬 8.80
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 後発品 6.20
内用薬 1143009X1011 サリチル酸ナトリウム １ｇ 局 サリチル酸ナトリウム 7.30
内用薬 1143010F2023 アスピリン・ダイアルミ

ネート
３３０ｍｇ１錠 イスキア錠３３０ｍｇ シオノケミカル 後発品 5.60

内用薬 1143010F2031 アスピリン・ダイアルミ
ネート

３３０ｍｇ１錠 バッサミン錠３３０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1143010F2040 アスピリン・ダイアルミ
ネート

３３０ｍｇ１錠 バファリン３３０ｍｇ錠 ライオン 5.90

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 後発品 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 後発品 5.60

内用薬 1143010F2074 アスピリン・ダイアルミ
ネート

３３０ｍｇ１錠 バファリン配合錠Ａ３３０ ライオン 5.90

内用薬 1144002X1017 イソプロピルアンチピリ
ン

１ｇ 局 イソプロピルアンチピリン 12.60
内用薬 1144005X1010 スルピリン １ｇ 局 スルピリン 7.20
内用薬 1144005X1045 スルピリン １ｇ 局 ※ スルピリン（岩城） 岩城製薬 7.50
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内用薬 1144005X1070 スルピリン １ｇ 局 スルピリン「三恵」 三恵薬品 7.70
内用薬 1144005X1088 スルピリン １ｇ 局 スルピリン　シオエ シオエ製薬 9.00
内用薬 1144005X1096 スルピリン １ｇ 局 「純生」スルピリン 純生薬品工業 7.70
内用薬 1144005X1142 スルピリン １ｇ 局 スルピリン「ホエイ」 マイラン製薬 7.50
内用薬 1144005X1177 スルピリン １ｇ 局 ※ スルピリン（山善） 山善製薬 7.50
内用薬 1144005X1193 スルピリン １ｇ 局 スルピリン「ニッコー」 日興製薬 7.50
内用薬 1144005X1240 スルピリン １ｇ 局 スルピリン「ヤクハン」 ヤクハン製薬 7.50
内用薬 1144005X1274 スルピリン １ｇ 局 スルピリン水和物「ヨシダ」 吉田製薬 9.00
内用薬 1144005X1282 スルピリン １ｇ 局 スルピリン水和物原末「マルイシ」 丸石製薬 7.70
内用薬 1144005X1290 スルピリン １ｇ 局 スルピリン水和物「シオエ」原末 シオエ製薬 9.00
内用薬 1144007X1010 ミグレニン １ｇ 局 ミグレニン 8.30
内用薬 1144007X1060 ミグレニン １ｇ 局 ミグレニン　シオエ シオエ製薬 9.40
内用薬 1144007X1109 ミグレニン １ｇ 局 ミグレニン「ホエイ」 マイラン製薬 9.40
内用薬 1144007X1117 ミグレニン １ｇ 局 ミグレニン「マルイシ」 丸石製薬 9.40
内用薬 1145001M1013 インドメタシン ２５ｍｇ１カプセル 局 インドメタシンカプセル 9.60
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 後発品 9.00
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 後発品 12.90

内用薬 1145003F1030 アセメタシン ３０ｍｇ１錠 ランツジールコーワ錠３０ｍｇ 興和 11.80
内用薬 1145004F1034 マレイン酸プログルメタ

シン
９０ｍｇ１錠 ミリダシン錠９０ｍｇ 大鵬薬品工業 15.10

内用薬 1145005M1020 インドメタシンファルネ
シル

１００ｍｇ１カプセル インフリーカプセル１００ｍｇ エーザイ 19.80

内用薬 1145005M2026 インドメタシンファルネ
シル

２００ｍｇ１カプセル インフリーＳカプセル２００ｍｇ エーザイ 32.70

内用薬 1147002F1099 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 サンナックス錠 三恵薬品 後発品 5.60
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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60

内用薬 1147002F1501 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ソファリン錠２５ｍｇ 日本ケミファ 後発品 5.80
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 後発品 5.60

内用薬 1147002F1528 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ドセル錠２５ｍｇ 日本化薬 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60

内用薬 1147002F1560 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ボルタレン錠２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

14.40

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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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３７．５ｍ
ｇ「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 8.30

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 後発品 5.60
内用薬 1147002N1123 ジクロフェナクナトリウ

ム
３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ナボールＳＲカプセル３７．５ 久光製薬 25.10
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 後発品 9.30
内用薬 1147002N1140 ジクロフェナクナトリウ

ム
３７．５ｍｇ１カプセ
ル

アデフロニックＬカプセル３７．５ｍ
ｇ

大洋薬品工業 後発品 8.20
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 後発品 8.20
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 後発品 9.30
内用薬 1147002N1174 ジクロフェナクナトリウ

ム
３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 同仁医薬化工 26.20
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３７．５ｍｇ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 8.20

内用薬 1147006M1029 アンフェナクナトリウム ５０ｍｇ１カプセル フェナゾックスカプセル 明治製菓 17.70
内用薬 1147006M1037 アンフェナクナトリウム ５０ｍｇ１カプセル フェナゾックスカプセル５０ｍｇ 明治製菓 17.70
内用薬 1148001F1059 塩酸チアラミド ５０ｍｇ１錠 局 ソランタール錠５０ｍｇ アステラス製薬 9.90
内用薬 1148001F2101 塩酸チアラミド １００ｍｇ１錠 局 ソランタール錠１００ｍｇ アステラス製薬 13.80
内用薬 1148003D1073 エピリゾール ３０％１ｇ メブロン顆粒３０％ 第一三共 28.70
内用薬 1148003F2046 エピリゾール １００ｍｇ１錠 カルマーテ１００ 東邦新薬 後発品 7.40
内用薬 1148003F2100 エピリゾール １００ｍｇ１錠 メブロン錠 第一三共 10.40
内用薬 1148003F2135 エピリゾール １００ｍｇ１錠 メブロン錠１００ｍｇ 第一三共 10.40
内用薬 1148004F1028 エモルファゾン １００ｍｇ１錠 ペントイル錠１００ｍｇ サンド 7.80
内用薬 1148004F1036 エモルファゾン １００ｍｇ１錠 セラピエース錠１００ 大原薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1148004F2024 エモルファゾン ２００ｍｇ１錠 ペントイル錠２００ｍｇ サンド 14.20
内用薬 1148004F2032 エモルファゾン ２００ｍｇ１錠 セラピエース錠２００ 大原薬品工業 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 1149001D1160 イブプロフェン ２０％１ｇ ブルフェン顆粒２０％ 科研製薬 10.90
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 後発品 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 後発品 5.00
内用薬 1149001F1366 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 ブルファニック 大洋薬品工業 後発品 5.00
内用薬 1149001F1455 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 ブルフェン錠１００ 科研製薬 6.00
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 後発品 5.00

内用薬 1149001F1471 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 モギフェン錠１００ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 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 後発品 5.00

内用薬 1149001F2168 イブプロフェン ２００ｍｇ１錠 ブルフェン錠２００ 科研製薬 10.30
内用薬 1149007F1142 ナプロキセン １００ｍｇ１錠 ナイキサン錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 8.60
内用薬 1149009M1035 ブコローム ３００ｍｇ１カプセル パラミヂンカプセル３００ｍｇ あすか製薬 17.40
内用薬 1149010F1055 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 ニフラン錠 田辺三菱製薬 12.70
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 後発品 7.90
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
後発品 8.60

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 後発品 7.90
内用薬 1149010F1136 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 ニフラン錠７５ｍｇ 田辺三菱製薬 12.70
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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 後発品 8.40

内用薬 1149010Q1030 プラノプロフェン １．５％１ｍＬ ニフランシロップ 同仁医薬化工 後発品 9.10
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 後発品 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 後発品 9.10
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 後発品 9.10
内用薬 1149011D1032 フルルビプロフェン ８％１ｇ フロベン顆粒８％ 科研製薬 35.00
内用薬 1149011F1068 フルルビプロフェン ４０ｍｇ１錠 アップノン錠 イセイ 後発品 6.20
内用薬 1149011F1076 フルルビプロフェン ４０ｍｇ１錠 フロベン錠４０ 科研製薬 16.10
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 後発品 6.20
内用薬 1149013F1091 メシル酸ジメトチアジン ２０ｍｇ１錠 ミグリステン錠２０ 塩野義製薬 13.70
内用薬 1149015F1023 スリンダク ５０ｍｇ１錠 クリノリル錠５０ 日医工 12.30
内用薬 1149015F2020 スリンダク １００ｍｇ１錠 クリノリル錠１００ 日医工 14.80
内用薬 1149017M1021 ピロキシカム １０ｍｇ１カプセル アルビラックカプセル１０ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1149017M1030 ピロキシカム １０ｍｇ１カプセル バキソカプセル１０ 富山化学工業 11.90
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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 1149017M2044 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル アルビラックカプセル２０ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1149017M2079 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル バキソカプセル２０ 富山化学工業 18.60
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 後発品 5.60
内用薬 1149017M2109 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル ピペタネンカプセル２０ 日医工ファーマ 後発品 7.20
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 後発品 5.60
内用薬 1149019C1025 ロキソプロフェンナトリ

ウム
１０％１ｇ ロキソニン細粒 第一三共 37.20

内用薬 1149019C1084 ロキソプロフェンナトリ
ウム

１０％１ｇ ケンタン細粒１０％ メディサ新薬 後発品 15.20

内用薬 1149019C1092 ロキソプロフェンナトリ
ウム

１０％１ｇ ロゼオール細粒１０％ 辰巳化学 後発品 15.20

内用薬 1149019C1106 ロキソプロフェンナトリ
ウム

１０％１ｇ リンゲリーズ細粒１０％ 陽進堂 後発品 11.10

内用薬 1149019C1114 ロキソプロフェンナトリ
ウム

１０％１ｇ ポナペルト細粒１０％ ビオメディクス 後発品 11.10

内用薬 1149019C1122 ロキソプロフェンナトリ
ウム

１０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム細粒１
０％「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 13.30

内用薬 1149019C1130 ロキソプロフェンナトリ
ウム

１０％１ｇ ロルフェナミン細粒１０％ 日医工 後発品 17.40

内用薬 1149019C1149 ロキソプロフェンナトリ
ウム

１０％１ｇ ロキソニン細粒１０％ 第一三共 37.20

内用薬 1149019F1021 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロキソニン錠 第一三共 20.30

内用薬 1149019F1110 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 コバソニン錠 日医工ファーマ 後発品 5.60

内用薬 1149019F1170 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ノブフェン錠６０ｍｇ サンド 後発品 8.50

内用薬 1149019F1200 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 レトラック錠６０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 7.00

内用薬 1149019F1218 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロキソート錠 日新製薬（山形） 後発品 5.90

内用薬 1149019F1242 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロキフェン錠６０ｍｇ 龍角散 後発品 5.60

内用薬 1149019F1277 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロキペイン錠６０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1149019F1374 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠「クニ
ヒロ」６０ｍｇ

皇漢堂製薬 後発品 5.60

内用薬 1149019F1382 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロキソマリン錠６０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1149019F1390 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 カンファタニン錠６０ｍｇ 東和薬品 後発品 6.50

内用薬 1149019F1404 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ウナスチン錠６０ｍｇ マイラン製薬 後発品 10.30

内用薬 1149019F1412 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ケンタン錠６０ｍｇ メディサ新薬 後発品 6.50

内用薬 1149019F1420 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍ
ｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1149019F1439 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロゼオール錠６０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.90

内用薬 1149019F1447 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロルフェナミン錠６０ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 1149019F1455 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 オキミナス錠６０ｍｇ 日本薬品工業 後発品 6.50

内用薬 1149019F1463 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 コバロキニン錠６０ｍｇ 小林化工 後発品 5.60

内用薬 1149019F1471 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ツルメリン錠６０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1149019F1480 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 後発品 8.50

内用薬 1149019F1498 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 5.90

内用薬 1149019F1501 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロキプロナール錠６０ｍｇ 寿製薬 後発品 7.00

内用薬 1149019F1510 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 サンロキソ錠６０ｍｇ 三恵薬品 後発品 8.50

内用薬 1149019F1528 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 スリノフェン錠６０ｍｇ あすか製薬 後発品 10.30

内用薬 1149019F1536 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 リンゲリーズ錠６０ｍｇ 陽進堂 後発品 8.50

内用薬 1149019F1544 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロブ錠６０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 6.50
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内用薬 1149019F1552 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロキソート錠６０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.90

内用薬 1149019F1560 ロキソプロフェンナトリ
ウム

６０ｍｇ１錠 ロキソニン錠６０ｍｇ 第一三共 20.30

内用薬 1149019S1020 ロキソプロフェンナトリ
ウム

０．６％１ｍＬ オロロックス内服液６０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 2.70

内用薬 1149020F1024 ロベンザリット二ナトリ
ウム

４０ｍｇ１錠 カルフェニール錠４０ｍｇ 中外製薬 49.90

内用薬 1149020F2020 ロベンザリット二ナトリ
ウム

８０ｍｇ１錠 カルフェニール錠８０ｍｇ 中外製薬 81.10

内用薬 1149021F1029 テノキシカム １０ｍｇ１錠 チルコチル錠１０ 中外製薬 25.80
内用薬 1149021F2017 テノキシカム ２０ｍｇ１錠 テノキシカム２０ｍｇ錠 後発品 8.00
内用薬 1149021F2025 テノキシカム ２０ｍｇ１錠 チルコチル錠２０ 中外製薬 47.30
内用薬 1149023F1036 ワクシニアウイルス接種

家兎炎症皮膚抽出液
４単位１錠 ノイロトロピン錠４単位 日本臓器製薬 34.50

内用薬 1149025F1035 チアプロフェン酸 １００ｍｇ１錠 スルガフェン錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 8.60
内用薬 1149025F1043 チアプロフェン酸 １００ｍｇ１錠 スルガム錠１００ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
10.70

内用薬 1149025F2040 チアプロフェン酸 ２００ｍｇ１錠 スリメン錠２００ｍｇ 辰巳化学 後発品 10.90
内用薬 1149025F2066 チアプロフェン酸 ２００ｍｇ１錠 スルガム錠２００ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
18.10

内用薬 1149025F2074 チアプロフェン酸 ２００ｍｇ１錠 チオガム錠２００ｍｇ 小林化工 後発品 9.50
内用薬 1149025F2082 チアプロフェン酸 ２００ｍｇ１錠 チアプロフェン酸錠２００ｍｇ「Ｚ

Ｅ」
全星薬品工業 後発品 8.10

内用薬 1149026F1056 オキサプロジン １００ｍｇ１錠 アルボ錠１００ｍｇ 大正製薬 19.80
内用薬 1149026F2010 オキサプロジン ２００ｍｇ１錠 オキサプロジン２００ｍｇ錠 後発品 6.10
内用薬 1149026F2117 オキサプロジン ２００ｍｇ１錠 オセファジン錠２００ 大洋薬品工業 後発品 6.70
内用薬 1149026F2168 オキサプロジン ２００ｍｇ１錠 パピルジン錠２００ｍｇ イセイ 後発品 6.70
内用薬 1149026F2206 オキサプロジン ２００ｍｇ１錠 アルボ錠２００ｍｇ 大正製薬 31.50
内用薬 1149027F1034 ナブメトン ４００ｍｇ１錠 局 レリフェン錠４００ｍｇ 三和化学研究所 35.50
内用薬 1149029F1025 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ソレトン錠８０ 日本ケミファ 21.80
内用薬 1149029F1033 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ペオン錠８０ ゼリア新薬工業 21.40
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 後発品 13.10
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 後発品 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 後発品 12.10
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
後発品 12.10

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 後発品 12.10
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 後発品 13.10
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 後発品 12.10

内用薬 1149030M1027 アンピロキシカム １３．５ｍｇ１カプセ
ル

フルカムカプセル１３．５ｍｇ ファイザー 45.90
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 後発品 25.80

内用薬 1149030M2023 アンピロキシカム ２７ｍｇ１カプセル フルカムカプセル２７ｍｇ ファイザー 73.00
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 後発品 32.50
内用薬 1149031F1022 アクタリット １００ｍｇ１錠 モーバー錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 80.00
内用薬 1149031F1030 アクタリット １００ｍｇ１錠 オークル錠１００ｍｇ 日本新薬 79.40
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 後発品 43.10
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 後発品 34.30
内用薬 1149031F1065 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 47.80
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 後発品 38.70

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 後発品 43.10
内用薬 1149032F1027 エトドラク １００ｍｇ１錠 ハイペン錠１００ｍｇ 日本新薬 22.30
内用薬 1149032F1035 エトドラク １００ｍｇ１錠 オステラック錠１００ ワイス 22.30
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 後発品 9.60
内用薬 1149032F2023 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ハイペン錠２００ｍｇ 日本新薬 31.60
内用薬 1149032F2031 エトドラク ２００ｍｇ１錠 オステラック錠２００ ワイス 31.60
内用薬 1149032F2040 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ニコナス錠２００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 15.50
内用薬 1149032F2058 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００「ＫＮ」 小林化工 後発品 13.60
内用薬 1149032F2066 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ライペック錠２００ 沢井製薬 後発品 16.60
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 後発品 13.60
内用薬 1149032F2082 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ハイスラック錠２００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 13.60
内用薬 1149032F2104 エトドラク ２００ｍｇ１錠 オスペイン錠２００ 日医工 後発品 15.50
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 後発品 17.70
内用薬 1149033F1021 モフェゾラク ７５ｍｇ１錠 ジソペイン錠７５ 田辺三菱製薬 26.70
内用薬 1149034F1026 塩酸ペンタゾシン ２５ｍｇ１錠 ソセゴン錠２５ｍｇ アステラス製薬 44.50
内用薬 1149034F1034 塩酸ペンタゾシン ２５ｍｇ１錠 ペルタゾン錠２５ あすか製薬 43.10
内用薬 1149034F1042 塩酸ペンタゾシン ２５ｍｇ１錠 ペンタジン錠２５ 第一三共 44.50
内用薬 1149035F1020 メロキシカム ５ｍｇ１錠 モービック錠５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
42.20

内用薬 1149035F1039 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ダイト 後発品 29.90
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 後発品 23.20
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 後発品 23.20
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 後発品 28.10
内用薬 1149035F1071 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 23.20
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 後発品 19.60
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 後発品 28.10
内用薬 1149035F1101 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 29.90
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 後発品 29.90
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 後発品 24.70
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 後発品 29.90
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 後発品 29.90
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 後発品 28.10
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 後発品 28.10
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 後発品 31.30
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 後発品 31.30
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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 後発品 28.10
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 後発品 31.30
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 後発品 31.30

内用薬 1149035F2027 メロキシカム １０ｍｇ１錠 モービック錠１０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

64.70

内用薬 1149035F2035 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ダイト 後発品 44.80
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 後発品 43.30
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 後発品 37.90
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 後発品 44.80
内用薬 1149035F2078 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 34.40
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 後発品 34.40
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 後発品 44.80
内用薬 1149035F2108 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 34.40
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 後発品 47.40
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 後発品 43.30
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 後発品 43.30
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 後発品 45.90
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 後発品 43.30
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 後発品 41.40
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 後発品 48.70
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 後発品 44.80
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 後発品 44.80
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 後発品 47.40
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 後発品 48.70

内用薬 1149036F1025 ロルノキシカム ２ｍｇ１錠 ロルカム錠２ｍｇ 大正製薬 17.70
内用薬 1149036F2021 ロルノキシカム ４ｍｇ１錠 ロルカム錠４ｍｇ 大正製薬 25.40
内用薬 1149037F1020 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコックス錠１００ｍｇ アステラス製薬 79.00
内用薬 1149037F2026 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコックス錠２００ｍｇ アステラス製薬 121.90
内用薬 1149108D1020 シメトリド・無水カフェ

イン
１ｇ キョーリンＡＰ２顆粒 杏林製薬 12.40

内用薬 1149108D1039 シメトリド・無水カフェ
イン

１ｇ キョーリンＡＰ２配合顆粒 杏林製薬 12.40

内用薬 1149109F1026 酒石酸エルゴタミン・無
水カフェイン配合剤

１錠 クリアミンＡ錠 日医工 13.00

内用薬 1149109F1034 酒石酸エルゴタミン・無
水カフェイン配合剤

１錠 クリアミン配合錠Ａ１．０ 日医工 13.00

内用薬 1149115F1021 酒石酸エルゴタミン・無
水カフェイン配合剤

１錠 クリアミンＳ錠 日医工 8.00

内用薬 1149115F1030 酒石酸エルゴタミン・無
水カフェイン配合剤

１錠 クリアミン配合錠Ｓ０．５ 日医工 8.00

内用薬 1149116D1025 ピラゾロン系解熱鎮痛消
炎配合剤

１ｇ ＳＧ顆粒 塩野義製薬 11.40

内用薬 1149116D1033 ピラゾロン系解熱鎮痛消
炎配合剤

１ｇ ＳＧ配合顆粒 塩野義製薬 11.40

内用薬 1151001F1020 塩酸メタンフェタミン １ｍｇ１錠 ヒロポン錠 大日本住友製薬 295.20
内用薬 1161001B1024 塩酸アマンタジン １０％１ｇ ボイダン散 イセイ 後発品 6.60
内用薬 1161001B1032 塩酸アマンタジン １０％１ｇ ボイダン散１０％ イセイ 後発品 6.60
内用薬 1161001C1011 塩酸アマンタジン １０％１ｇ 塩酸アマンタジン１０％細粒 後発品 10.70
内用薬 1161001C1089 塩酸アマンタジン １０％１ｇ シンメトレル細粒１０％ ノバルティス

ファーマ
61.90

内用薬 1161001F1018 塩酸アマンタジン ５０ｍｇ１錠 塩酸アマンタジン５０ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 1161001F1034 塩酸アマンタジン ５０ｍｇ１錠 アマゾロン錠５０ 沢井製薬 後発品 7.00
内用薬 1161001F1050 塩酸アマンタジン ５０ｍｇ１錠 シンメトレル錠５０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
32.40

内用薬 1161001F2014 塩酸アマンタジン １００ｍｇ１錠 塩酸アマンタジン１００ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 1161001F2030 塩酸アマンタジン １００ｍｇ１錠 アマゾロン錠１００ 沢井製薬 後発品 12.60
内用薬 1161001F2057 塩酸アマンタジン １００ｍｇ１錠 シンメトレル錠１００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
62.30

内用薬 1162001B1030 塩酸ビペリデン １％１ｇ タスモリン散１％ 田辺三菱製薬 後発品 21.90
内用薬 1162001C1035 塩酸ビペリデン １％１ｇ アキリデン細粒１％ 共和薬品工業 後発品 18.10
内用薬 1162001C1043 塩酸ビペリデン １％１ｇ アキネトン細粒１％ 大日本住友製薬 31.60
内用薬 1162001F1040 塩酸ビペリデン １ｍｇ１錠 アキリデン錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.40
内用薬 1162001F1058 塩酸ビペリデン １ｍｇ１錠 タスモリン錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 5.60
内用薬 1162001F1066 塩酸ビペリデン １ｍｇ１錠 アキネトン錠１ｍｇ 大日本住友製薬 5.60
内用薬 1162001F2038 塩酸ビペリデン ２ｍｇ１錠 ビカモール錠２ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 1163001F1020 塩酸プロフェナミン １０ｍｇ１錠 パーキン糖衣錠（１０） 田辺三菱製薬 6.10
内用薬 1163001F2027 塩酸プロフェナミン ５０ｍｇ１錠 パーキン糖衣錠（５０） 田辺三菱製薬 6.20
内用薬 1163002B1031 ヒベンズ酸プロフェナミ

ン
１０％１ｇ パーキン散１０％ 田辺三菱製薬 12.70

内用薬 1164001B1034 レボドパ ９８．５％１ｇ ドパストン散９８．５％ 大原薬品工業 68.10
内用薬 1164001C1056 レボドパ ９９．５％１ｇ ドパール細粒９９．５％ 協和発酵キリン 65.70
内用薬 1164001F1052 レボドパ ２００ｍｇ１錠 ドパール錠２００ 協和発酵キリン 18.00
内用薬 1164001F1060 レボドパ ２００ｍｇ１錠 ドパゾール錠２００ｍｇ 第一三共 19.90
内用薬 1164001M2031 レボドパ ２５０ｍｇ１カプセル ドパストンカプセル２５０ｍｇ 大原薬品工業 23.60
内用薬 1169001F1016 塩酸トリヘキシフェニジ

ル
２ｍｇ１錠 局 塩酸トリヘキシフェニジル錠 8.50

内用薬 1169001F1024 塩酸トリヘキシフェニジ
ル

２ｍｇ１錠 局 アーテン錠（２ｍｇ） ワイス 8.60
内用薬 1169001F1105 塩酸トリヘキシフェニジ

ル
２ｍｇ１錠 局 トレミン錠２ｍｇ シェリング・プラ

ウ
8.60

内用薬 1169001F1180 塩酸トリヘキシフェニジ
ル

２ｍｇ１錠 局 ピラミスチン錠２ｍｇ アステラス製薬 8.60
内用薬 1169001F1199 塩酸トリヘキシフェニジ

ル
２ｍｇ１錠 局 トリヘキシン錠２ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
8.60

内用薬 1169001F1202 塩酸トリヘキシフェニジ
ル

２ｍｇ１錠 局 セドリーナ錠２ｍｇ 第一三共 8.60
内用薬 1169002B1078 塩酸トリヘキシフェニジ

ル
１％１ｇ アーテン散１％ ワイス 20.70

内用薬 1169002B1086 塩酸トリヘキシフェニジ
ル

１％１ｇ ピラミスチン散１％ アステラス製薬 後発品 20.70
内用薬 1169002B1094 塩酸トリヘキシフェニジ

ル
１％１ｇ パキソナール散１％ 高田製薬 後発品 6.20
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内用薬 1169002B1108 塩酸トリヘキシフェニジ
ル

１％１ｇ トレミン散１％ シェリング・プラ
ウ

17.70

内用薬 1169003C1035 塩酸ピロヘプチン ２％１ｇ トリモール細粒２％ アステラス製薬 45.40
内用薬 1169003F1031 塩酸ピロヘプチン ２ｍｇ１錠 トリモール錠２ｍｇ アステラス製薬 6.00
内用薬 1169004B1034 塩酸マザチコール １％１ｇ ペントナ散１％ 田辺三菱製薬 48.30
内用薬 1169004F1036 塩酸マザチコール ４ｍｇ１錠 ペントナ錠４ｍｇ 田辺三菱製薬 20.60
内用薬 1169005F1014 メシル酸ブロモクリプチ

ン
２．５ｍｇ１錠 メシル酸ブロモクリプチン２．５ｍｇ

錠
後発品 21.00

内用薬 1169005F1030 メシル酸ブロモクリプチ
ン

２．５ｍｇ１錠 エレナント錠 サンド 後発品 25.20
内用薬 1169005F1049 メシル酸ブロモクリプチ

ン
２．５ｍｇ１錠 パドパリン錠 寿製薬 後発品 51.20

内用薬 1169005F1120 メシル酸ブロモクリプチ
ン

２．５ｍｇ１錠 パーロミン錠 ダイト 後発品 52.90
内用薬 1169005F1162 メシル酸ブロモクリプチ

ン
２．５ｍｇ１錠 パルキゾン錠２．５ｍｇ メディサ新薬 後発品 61.10

内用薬 1169005F1170 メシル酸ブロモクリプチ
ン

２．５ｍｇ１錠 プロスペリン錠２．５ｍｇ 沢井製薬 後発品 31.30
内用薬 1169005F1189 メシル酸ブロモクリプチ

ン
２．５ｍｇ１錠 パロラクチン錠２．５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 31.30

内用薬 1169005F1197 メシル酸ブロモクリプチ
ン

２．５ｍｇ１錠 アップノールＢ錠２．５ｍｇ 高田製薬 後発品 77.00
内用薬 1169005F1200 メシル酸ブロモクリプチ

ン
２．５ｍｇ１錠 パーロデル錠２．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
123.90

内用薬 1169005F1227 メシル酸ブロモクリプチ
ン

２．５ｍｇ１錠 エレナント錠２．５ｍｇ サンド 後発品 25.20
内用薬 1169005F1235 メシル酸ブロモクリプチ

ン
２．５ｍｇ１錠 パドパリン錠２．５ｍｇ 寿製薬 後発品 51.20

内用薬 1169005F1243 メシル酸ブロモクリプチ
ン

２．５ｍｇ１錠 パーロミン錠２．５ｍｇ ダイト 後発品 52.90
内用薬 1169006C1039 ドロキシドパ ２０％１ｇ ドプス細粒２０％ 大日本住友製薬 147.90
内用薬 1169006C1055 ドロキシドパ ２０％１ｇ ドロキシドパ細粒２０％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 98.50
内用薬 1169006M1034 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 53.30

内用薬 1169006M1042 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 56.20

内用薬 1169006M1050 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル ドプスカプセル１００ｍｇ 大日本住友製薬 79.20
内用薬 1169006M1077 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 53.30

内用薬 1169006M2030 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 92.70

内用薬 1169006M2049 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 107.00

内用薬 1169006M2057 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル ドプスカプセル２００ｍｇ 大日本住友製薬 146.10
内用薬 1169006M2073 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 100.70

内用薬 1169007B1020 塩酸メチキセン １％１ｇ コリンホール散 田辺三菱製薬 21.00
内用薬 1169007B1038 塩酸メチキセン １％１ｇ コリンホール散１％ 田辺三菱製薬 21.00
内用薬 1169007F1048 塩酸メチキセン ２．５ｍｇ１錠 コリンホール錠 田辺三菱製薬 6.90
内用薬 1169007F1099 塩酸メチキセン ２．５ｍｇ１錠 コリンホール錠２．５ｍｇ 田辺三菱製薬 6.90
内用薬 1169008D1025 メシル酸ペルゴリド ０．０２５％１ｇ ペルゴリン顆粒０．０２５％ ダイト 後発品 138.10
内用薬 1169008F1026 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 ペルマックス錠５０μｇ 日本イーライリ

リー
56.40

内用薬 1169008F1034 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 ベセラール錠５０μｇ 大洋薬品工業 後発品 39.40
内用薬 1169008F1050 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠５０μｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 25.00

内用薬 1169008F1069 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 ペルゴリド錠５０μｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 29.80
内用薬 1169008F1077 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠５０μｇ「マイ

ラン」
マイラン製薬 後発品 32.20

内用薬 1169008F2022 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 ペルマックス錠２５０μｇ 日本イーライリ
リー

236.10

内用薬 1169008F2030 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 ベセラール錠２５０μｇ 大洋薬品工業 後発品 162.00
内用薬 1169008F2057 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠２５０μｇ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 130.00

内用薬 1169008F2065 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 ペルゴリド錠２５０μｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 125.10
内用薬 1169008F2073 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠２５０μｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 130.00

内用薬 1169009F1020 塩酸タリペキソール ０．４ｍｇ１錠 ドミン錠０．４ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

166.80

内用薬 1169010F1023 塩酸セレギリン ２．５ｍｇ１錠 エフピー錠２．５ エフピー 332.70
内用薬 1169010F1031 塩酸セレギリン ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 237.40

内用薬 1169010F1040 塩酸セレギリン ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 197.90

内用薬 1169010F1058 塩酸セレギリン ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 216.80

内用薬 1169010F2020 塩酸セレギリン ２．５ｍｇ１錠 エフピーＯＤ錠２．５ エフピー 332.70
内用薬 1169011F1028 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カバサール錠０．２５ｍｇ ファイザー 90.60
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 後発品 58.90
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 後発品 60.40

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 後発品 68.80
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 後発品 58.90

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 後発品 62.40
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 後発品 60.40

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 後発品 60.40
内用薬 1169011F2024 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カバサール錠１．０ｍｇ ファイザー 305.70
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 後発品 184.40
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 後発品 198.70
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 後発品 230.70
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 後発品 208.50
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 後発品 208.50
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 後発品 202.20

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 後発品 198.70
内用薬 1169012F1022 塩酸プラミペキソール水

和物
０．１２５ｍｇ１錠 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
54.20
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内用薬 1169012F2029 塩酸プラミペキソール水
和物

０．５ｍｇ１錠 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

186.00

内用薬 1169013F1027 塩酸ロピニロール ０．２５ｍｇ１錠 レキップ錠０．２５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

56.80

内用薬 1169013F2023 塩酸ロピニロール １ｍｇ１錠 レキップ錠１ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

196.60

内用薬 1169013F3020 塩酸ロピニロール ２ｍｇ１錠 レキップ錠２ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

365.10

内用薬 1169014F1021 エンタカポン １００ｍｇ１錠 コムタン錠１００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

211.30

内用薬 1169015F1026 ゾニサミド ２５ｍｇ１錠 トレリーフ錠２５ｍｇ 大日本住友製薬 1,084.90
内用薬 1169100F1028 レボドパ・塩酸ベンセラ

ジド
１錠 イーシー・ドパール錠 協和発酵キリン 35.10

内用薬 1169100F1036 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 ネオドパゾール錠 第一三共 39.00

内用薬 1169100F1044 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 マドパー錠 中外製薬 34.10

内用薬 1169100F1052 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 イーシー・ドパール配合錠 協和発酵キリン 35.10

内用薬 1169100F1060 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 ネオドパゾール配合錠 第一三共 39.00

内用薬 1169100F1079 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 マドパー配合錠 中外製薬 34.10

内用薬 1169101F1022 レボドパ・カルビドパ １錠 ネオドパストン錠１００ｍｇ 第一三共 38.70
内用薬 1169101F1049 レボドパ・カルビドパ １錠 メネシット錠１００ 萬有製薬 38.70
内用薬 1169101F1065 レボドパ・カルビドパ １錠 カルコーパ錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 15.10
内用薬 1169101F1090 レボドパ・カルビドパ １錠 レプリントン錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 11.50
内用薬 1169101F1103 レボドパ・カルビドパ １錠 パーキストン錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 11.50
内用薬 1169101F1111 レボドパ・カルビドパ １錠 ドパコール錠１００ｍｇ ダイト 後発品 15.10
内用薬 1169101F1120 レボドパ・カルビドパ １錠 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 第一三共 38.70
内用薬 1169101F1138 レボドパ・カルビドパ １錠 パーキストン配合錠Ｌ１００ 小林化工 後発品 11.50
内用薬 1169101F1146 レボドパ・カルビドパ １錠 メネシット配合錠１００ 萬有製薬 38.70
内用薬 1169101F2029 レボドパ・カルビドパ １錠 ネオドパストン錠２５０ｍｇ 第一三共 97.40
内用薬 1169101F2037 レボドパ・カルビドパ １錠 メネシット錠２５０ 萬有製薬 94.70
内用薬 1169101F2045 レボドパ・カルビドパ １錠 ネオドパストン配合錠Ｌ２５０ 第一三共 97.40
内用薬 1169101F2053 レボドパ・カルビドパ １錠 メネシット配合錠２５０ 萬有製薬 94.70
内用薬 1169101F3025 レボドパ・カルビドパ １錠 ドパコール錠５０ｍｇ ダイト 後発品 7.50
内用薬 1171001F1014 塩酸クロルプロマジン １２．５ｍｇ１錠 局 塩酸クロルプロマジン錠 9.20
内用薬 1171001F2010 塩酸クロルプロマジン ２５ｍｇ１錠 局 塩酸クロルプロマジン錠 9.20
内用薬 1171001F3017 塩酸クロルプロマジン ５０ｍｇ１錠 局 塩酸クロルプロマジン錠 9.20
内用薬 1171001F4013 塩酸クロルプロマジン １００ｍｇ１錠 局 塩酸クロルプロマジン錠 9.20
内用薬 1171005C1024 フェノールフタリン酸ク

ロルプロマジン
１０％１ｇ ウインタミン細粒（１０％） 塩野義製薬 6.90

内用薬 1172004B1030 フェンジゾ酸ペルフェナ
ジン

１％１ｇ ピーゼットシー散１％ 田辺三菱製薬 11.00

内用薬 1172005C1064 プロペリシアジン １０％１ｇ ニューレプチル細粒１０％ 塩野義製薬 52.50
内用薬 1172005D1043 プロペリシアジン １０％１ｇ イリヤキン顆粒１０％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 31.70

内用薬 1172005F1044 プロペリシアジン ５ｍｇ１錠 ニューレプチル錠５ｍｇ 塩野義製薬 5.70
内用薬 1172005F2067 プロペリシアジン １０ｍｇ１錠 ニューレプチル錠１０ｍｇ 塩野義製薬 7.00
内用薬 1172005F3047 プロペリシアジン ２５ｍｇ１錠 ニューレプチル錠２５ｍｇ 塩野義製薬 13.70
内用薬 1172005S1034 プロペリシアジン １％１ｍＬ ニューレプチル内服液１％ 塩野義製薬 15.30
内用薬 1172006F1014 ペルフェナジン ２ｍｇ１錠 局 ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172006F2010 ペルフェナジン ４ｍｇ１錠 局 ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172006F3017 ペルフェナジン ８ｍｇ１錠 局 ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172007B1033 ペルフェナジン １％１ｇ トリラホン散１％ 共和薬品工業 10.50
内用薬 1172008B1038 マレイン酸トリフロペラ

ジン
１％１ｇ トリフロペラジン散１％「ミツビシ」 田辺三菱製薬 22.10

内用薬 1172008F1021 マレイン酸トリフロペラ
ジン

２．５ｍｇ１錠 トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」
（２．５）

田辺三菱製薬 7.40

内用薬 1172008F2028 マレイン酸トリフロペラ
ジン

５ｍｇ１錠 トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」
（５）

田辺三菱製薬 11.40

内用薬 1172009B1032 マレイン酸フルフェナジ
ン

０．２％１ｇ フルメジン散０．２％ 田辺三菱製薬 11.70
内用薬 1172009F1026 マレイン酸フルフェナジ

ン
０．２５ｍｇ１錠 フルメジン糖衣錠（０．２５） 田辺三菱製薬 5.90

内用薬 1172009F2022 マレイン酸フルフェナジ
ン

０．５ｍｇ１錠 フルメジン糖衣錠（０．５） 田辺三菱製薬 5.90
内用薬 1172009F3029 マレイン酸フルフェナジ

ン
１ｍｇ１錠 フルメジン糖衣錠（１） 田辺三菱製薬 7.80

内用薬 1172010F1010 マレイン酸プロクロルペ
ラジン

５ｍｇ１錠 局 マレイン酸プロクロルペラジン錠 9.60

内用薬 1172013F1014 マレイン酸ペルフェナジ
ン

２ｍｇ１錠 局 マレイン酸ペルフェナジン錠 9.20
内用薬 1172013F2010 マレイン酸ペルフェナジ

ン
４ｍｇ１錠 局 マレイン酸ペルフェナジン錠 9.20

内用薬 1172013F3017 マレイン酸ペルフェナジ
ン

８ｍｇ１錠 局 マレイン酸ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172014B1033 マレイン酸レボメプロマ

ジン
１０％１ｇ レボトミン散１０％ 田辺三菱製薬 12.90

内用薬 1172014B2048 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０％１ｇ レボトミン散５０％ 田辺三菱製薬 74.80

内用薬 1172014B2056 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０％１ｇ ヒルナミン散５０％ 塩野義製薬 72.00

内用薬 1172014C1055 マレイン酸レボメプロマ
ジン

１０％１ｇ ヒルナミン細粒１０％ 塩野義製薬 14.40

内用薬 1172014C1063 マレイン酸レボメプロマ
ジン

１０％１ｇ ソフミン細粒１０％ 共和薬品工業 後発品 9.00

内用薬 1172014D1077 マレイン酸レボメプロマ
ジン

１０％１ｇ レボトミン顆粒１０％ 田辺三菱製薬 13.20

内用薬 1172014F1027 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５ｍｇ１錠 ヒルナミン錠（５ｍｇ） 塩野義製薬 5.70

内用薬 1172014F1043 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５ｍｇ１錠 レボトミン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.70
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内用薬 1172014F2023 マレイン酸レボメプロマ
ジン

２５ｍｇ１錠 ソフミン錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1172014F2120 マレイン酸レボメプロマ
ジン

２５ｍｇ１錠 レボトミン錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.70

内用薬 1172014F2139 マレイン酸レボメプロマ
ジン

２５ｍｇ１錠 ヒルナミン錠（２５ｍｇ） 塩野義製薬 5.70

内用薬 1172014F2147 マレイン酸レボメプロマ
ジン

２５ｍｇ１錠 レボホルテ錠２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1172014F3020 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０ｍｇ１錠 ソフミン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1172014F3038 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０ｍｇ１錠 ヒルナミン錠（５０ｍｇ） 塩野義製薬 7.80

内用薬 1172014F3070 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０ｍｇ１錠 レボトミン錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.50

内用薬 1174002F1029 塩酸クロミプラミン １０ｍｇ１錠 アナフラニール錠１０ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

10.30

内用薬 1174002F2025 塩酸クロミプラミン ２５ｍｇ１錠 アナフラニール錠２５ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

21.20

内用薬 1174004F1028 塩酸ロフェプラミン １０ｍｇ１錠 アンプリット錠１０ｍｇ 第一三共 7.80
内用薬 1174004F2024 塩酸ロフェプラミン ２５ｍｇ１錠 アンプリット錠２５ｍｇ 第一三共 19.50
内用薬 1174005B1020 マレイン酸トリミプラミ

ン
１０％１ｇ スルモンチール散１０％ 塩野義製薬 38.40

内用薬 1174005F1022 マレイン酸トリミプラミ
ン

１０ｍｇ１錠 スルモンチール錠１０ｍｇ 塩野義製薬 6.40
内用薬 1174005F2029 マレイン酸トリミプラミ

ン
２５ｍｇ１錠 スルモンチール錠２５ｍｇ 塩野義製薬 11.70

内用薬 1174006F1019 塩酸イミプラミン １０ｍｇ１錠 局 塩酸イミプラミン錠 9.60
内用薬 1174006F2015 塩酸イミプラミン ２５ｍｇ１錠 局 塩酸イミプラミン錠 10.60
内用薬 1179001C1024 アモキサピン １０％１ｇ アモキサン細粒１０％ ワイス 43.90
内用薬 1179001M1020 アモキサピン １０ｍｇ１カプセル アモキサンカプセル１０ｍｇ ワイス 7.40
内用薬 1179001M2026 アモキサピン ２５ｍｇ１カプセル アモキサンカプセル２５ｍｇ ワイス 14.70
内用薬 1179001M3022 アモキサピン ５０ｍｇ１カプセル アモキサンカプセル５０ｍｇ ワイス 24.60
内用薬 1179002F1017 塩酸アミトリプチリン １０ｍｇ１錠 局 塩酸アミトリプチリン錠 9.60
内用薬 1179002F2013 塩酸アミトリプチリン ２５ｍｇ１錠 局 塩酸アミトリプチリン錠 9.60
内用薬 1179002F3010 塩酸アミトリプチリン ５０ｍｇ１錠 局 塩酸アミトリプチリン錠 16.20
内用薬 1179004F1024 塩酸ノルトリプチリン １０ｍｇ１錠 ノリトレン錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 5.80
内用薬 1179004F2039 塩酸ノルトリプチリン ２５ｍｇ１錠 ノリトレン錠２５ｍｇ 大日本住友製薬 11.90
内用薬 1179005F1045 塩酸ヒドロキシジン １０ｍｇ１錠 ジスロン錠 ナガセ医薬品 後発品 5.40
内用薬 1179005F1053 塩酸ヒドロキシジン １０ｍｇ１錠 アタラックス錠１０ｍｇ ファイザー 6.00
内用薬 1179005F2025 塩酸ヒドロキシジン ２５ｍｇ１錠 アタラックス錠２５ｍｇ ファイザー 9.60
内用薬 1179006B1030 塩酸フロロピパミド １０％１ｇ プロピタン散１０％ サンノーバ 30.60
内用薬 1179006F1031 塩酸フロロピパミド ５０ｍｇ１錠 プロピタン錠５０ｍｇ サンノーバ 15.70
内用薬 1179008F1022 塩酸マプロチリン １０ｍｇ１錠 ルジオミール錠１０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
14.10

内用薬 1179008F1030 塩酸マプロチリン １０ｍｇ１錠 クロンモリン錠１０ｍｇ 高田製薬 後発品 7.90
内用薬 1179008F1049 塩酸マプロチリン １０ｍｇ１錠 ノイオミール錠１０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 7.30
内用薬 1179008F1073 塩酸マプロチリン １０ｍｇ１錠 マプロミール錠１０ｍｇ 小林化工 後発品 6.00
内用薬 1179008F2029 塩酸マプロチリン ２５ｍｇ１錠 ルジオミール錠２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
29.00

内用薬 1179008F2037 塩酸マプロチリン ２５ｍｇ１錠 クロンモリン錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 19.70
内用薬 1179008F2045 塩酸マプロチリン ２５ｍｇ１錠 ノイオミール錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 15.60
内用薬 1179008F3025 塩酸マプロチリン ５０ｍｇ１錠 ルジオミール錠５０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
51.30

内用薬 1179008F3033 塩酸マプロチリン ５０ｍｇ１錠 クロンモリン錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 34.90
内用薬 1179008F3041 塩酸マプロチリン ５０ｍｇ１錠 ノイオミール錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 28.10
内用薬 1179009B1025 塩酸メチルフェニデート １％１ｇ １％リタリン散「チバ」 ノバルティス

ファーマ
10.90

内用薬 1179009B1033 塩酸メチルフェニデート １％１ｇ リタリン散１％ ノバルティス
ファーマ

10.90

内用薬 1179009F1027 塩酸メチルフェニデート １０ｍｇ１錠 リタリン錠「チバ」 ノバルティス
ファーマ

10.50

内用薬 1179009F1035 塩酸メチルフェニデート １０ｍｇ１錠 リタリン錠１０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

10.50

内用薬 1179009G1022 塩酸メチルフェニデート １８ｍｇ１錠 コンサータ錠１８ｍｇ ヤンセンファーマ 328.40
内用薬 1179009G2029 塩酸メチルフェニデート ２７ｍｇ１錠 コンサータ錠２７ｍｇ ヤンセンファーマ 363.90
内用薬 1179011B1030 オキシペルチン １０％１ｇ ホーリット散１０％ 第一三共 66.80
内用薬 1179011F1024 オキシペルチン ２０ｍｇ１錠 ホーリット錠２０ｍｇ 第一三共 15.20
内用薬 1179011F2020 オキシペルチン ４０ｍｇ１錠 ホーリット錠４０ｍｇ 第一三共 27.10
内用薬 1179012D1036 クロチアゼパム １０％１ｇ リーゼ顆粒１０％ 田辺三菱製薬 119.50
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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 1179012F1118 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 リーゼ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 7.30
内用薬 1179012F1126 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 リルミン錠５ 大洋薬品工業 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 1179012F2033 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 リーゼ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 13.30
内用薬 1179015B1071 スピペロン ０．３％１ｇ スピロピタン散０．３％ サンノーバ 53.80
内用薬 1179015F1030 スピペロン ０．２５ｍｇ１錠 スピロピタン錠０．２５ｍｇ サンノーバ 6.50
内用薬 1179015F2029 スピペロン １ｍｇ１錠 スピロピタン錠１ｍｇ サンノーバ 19.50
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 後発品 6.30
内用薬 1179016F1124 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠１００ｍｇ アステラス製薬 20.40
内用薬 1179016F1140 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ミラドール錠１００ バイエル薬品 16.70
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 後発品 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 後発品 6.30
内用薬 1179016F1175 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 アビリット錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 19.80
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 後発品 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 後発品 6.50
内用薬 1179016F2090 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠２００ｍｇ アステラス製薬 28.60
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内用薬 1179016F2112 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 ミラドール錠２００ バイエル薬品 23.40
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 後発品 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 後発品 7.90
内用薬 1179016F2147 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 アビリット錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 27.40
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 後発品 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 後発品 10.90
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 後発品 6.60
内用薬 1179017F1056 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 リーマス錠１００ 大正製薬 13.60
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 後発品 6.60
内用薬 1179017F2036 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リチオマール錠２００ｍｇ 藤永製薬 後発品 17.40
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 後発品 10.30
内用薬 1179017F2052 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リーマス錠２００ 大正製薬 22.60
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 後発品 9.40
内用薬 1179019B1037 パモ酸ヒドロキシジン １０％１ｇ アタラックス－Ｐ散１０％ ファイザー 28.80
内用薬 1179019F1039 パモ酸ヒドロキシジン ２５ｍｇ１錠 ハタナジン錠 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 1179019F1063 パモ酸ヒドロキシジン ２５ｍｇ１錠 ハタナジン錠２５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 1179019M1046 パモ酸ヒドロキシジン ２５ｍｇ１カプセル アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ファイザー 7.00
内用薬 1179019M2034 パモ酸ヒドロキシジン ５０ｍｇ１カプセル アタラックス－Ｐカプセル５０ｍｇ ファイザー 13.10
内用薬 1179019Q1030 パモ酸ヒドロキシジン ０．５％１ｍＬ アタラックス－Ｐシロップ０．５％ ファイザー 3.00
内用薬 1179019R1035 パモ酸ヒドロキシジン ２．５％１ｇ アタラックス－Ｐドライシロップ２．

５％
ファイザー 13.50

内用薬 1179020C1019 ハロペリドール １％１ｇ ハロペリドール１％細粒 後発品 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 後発品 15.10
内用薬 1179020C1191 ハロペリドール １％１ｇ セレネース細粒１％ 大日本住友製薬 51.30
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 後発品 16.90
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 後発品 12.70
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 後発品 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 後発品 5.90
内用薬 1179020F1210 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 セレネース錠０．７５ｍｇ 大日本住友製薬 7.80
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「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 5.90

内用薬 1179020F2038 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 セレネース錠１ｍｇ 大日本住友製薬 7.80
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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.90
内用薬 1179020F3069 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 スイロリン錠「１．５」 辰巳化学 後発品 6.00
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 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 1179020F3255 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 セレネース錠１．５ｍｇ 大日本住友製薬 9.40
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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.10
内用薬 1179020F5037 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 セレネース錠３ｍｇ 大日本住友製薬 11.20
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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.30
内用薬 1179020S1030 ハロペリドール ０．２％１ｍＬ セレネース内服液０．２％ 大日本住友製薬 23.00
内用薬 1179022C1034 ピモジド １％１ｇ オーラップ細粒１％ アステラス製薬 174.00
内用薬 1179022F1022 ピモジド １ｍｇ１錠 オーラップ錠１ｍｇ アステラス製薬 18.90
内用薬 1179022F2029 ピモジド ３ｍｇ１錠 オーラップ錠３ｍｇ アステラス製薬 48.70
内用薬 1179023F1035 ペモリン １０ｍｇ１錠 ベタナミン錠１０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 14.40
内用薬 1179023F2023 ペモリン ２５ｍｇ１錠 ベタナミン錠２５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 33.20
内用薬 1179023F3020 ペモリン ５０ｍｇ１錠 ベタナミン錠５０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 62.90
内用薬 1179024C1033 ゾテピン １０％１ｇ ロドピン細粒１０％ アステラス製薬 90.80
内用薬 1179024C1050 ゾテピン １０％１ｇ メジャピン細粒１０％ 共和薬品工業 後発品 31.00
内用薬 1179024C1068 ゾテピン １０％１ｇ ロシゾピロン細粒１０％ 長生堂製薬 後発品 25.90
内用薬 1179024C1076 ゾテピン １０％１ｇ セトウス細粒１０％ 高田製薬 後発品 54.20
内用薬 1179024C2021 ゾテピン ５０％１ｇ ロドピン細粒５０％ アステラス製薬 332.60
内用薬 1179024C2030 ゾテピン ５０％１ｇ セトウス細粒５０％ 高田製薬 後発品 206.60
内用薬 1179024C2048 ゾテピン ５０％１ｇ メジャピン細粒５０％ 共和薬品工業 後発品 111.60
内用薬 1179024C2056 ゾテピン ５０％１ｇ ロシゾピロン細粒５０％ 長生堂製薬 後発品 94.40
内用薬 1179024F1021 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 セトウス錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 16.00
内用薬 1179024F1030 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロドピン錠２５ｍｇ アステラス製薬 24.60
内用薬 1179024F1056 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 7.30
内用薬 1179024F1064 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 メジャピン錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.00
内用薬 1179024F2028 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 セトウス錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 27.00
内用薬 1179024F2036 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロドピン錠５０ｍｇ アステラス製薬 45.80
内用薬 1179024F2052 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 メジャピン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 13.90
内用薬 1179024F2060 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 13.20
内用薬 1179024F3024 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ロドピン錠１００ｍｇ アステラス製薬 88.90
内用薬 1179024F3032 ゾテピン １００ｍｇ１錠 セトウス錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 47.80
内用薬 1179024F3040 ゾテピン １００ｍｇ１錠 メジャピン錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 24.10
内用薬 1179024F3059 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 23.80
内用薬 1179025C1054 エチゾラム １％１ｇ 局 デパス細粒１％ 田辺三菱製薬 129.70
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 後発品 29.40
内用薬 1179025F1026 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デパス錠０．５ｍｇ 田辺三菱製薬 9.00
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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 1179025F1077 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 サイラゼパム錠０．５ 日医工ファーマ 後発品 6.00
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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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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） 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 1179025F2022 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 デパス錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 14.20
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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 1179025F2090 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 パルギン錠１ｍｇ 藤永製薬 後発品 10.00
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 後発品 6.40
内用薬 1179025F2120 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 サイラゼパム錠１ 日医工ファーマ 後発品 6.40
内用薬 1179026C1040 チミペロン １％１ｇ トロペロン細粒１％ 第一三共 148.60
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 後発品 53.90
内用薬 1179026F1020 チミペロン ０．５ｍｇ１錠 トロペロン錠０．５ｍｇ 第一三共 8.90
内用薬 1179026F2027 チミペロン １ｍｇ１錠 トロペロン錠１ｍｇ 第一三共 16.40
内用薬 1179026F2035 チミペロン １ｍｇ１錠 セルマニル錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 7.30
内用薬 1179026F3023 チミペロン ３ｍｇ１錠 トロペロン錠３ｍｇ 第一三共 44.90
内用薬 1179026F3031 チミペロン ３ｍｇ１錠 セルマニル錠３ｍｇ 共和薬品工業 後発品 19.60
内用薬 1179027F1025 塩酸ドスレピン ２５ｍｇ１錠 プロチアデン錠２５ 科研製薬 13.80
内用薬 1179028C1066 ブロムペリドール １％１ｇ インプロメン細粒１％ ヤンセンファーマ 103.90
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 後発品 43.40
内用薬 1179028C1082 ブロムペリドール １％１ｇ プリンドリル細粒１％ メディサ新薬 後発品 32.80
内用薬 1179028F1020 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 インプロメン錠１ｍｇ ヤンセンファーマ 11.60
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 後発品 5.60
内用薬 1179028F2026 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 インプロメン錠３ｍｇ ヤンセンファーマ 32.50
内用薬 1179028F2042 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 プリンドリル錠３ メディサ新薬 後発品 12.40
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 後発品 12.40
内用薬 1179028F2115 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 メルカイック錠３ｍｇ シオノケミカル 後発品 8.40
内用薬 1179028F2123 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 プリペリドール錠３ｍｇ 陽進堂 後発品 7.60
内用薬 1179028F3022 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 インプロメン錠６ｍｇ ヤンセンファーマ 58.60
内用薬 1179028F3030 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 プリンドリル錠６ メディサ新薬 後発品 20.30
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 後発品 23.70
内用薬 1179029F1032 塩酸カルピプラミン ２５ｍｇ１錠 デフェクトン糖衣錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 17.30
内用薬 1179029F2039 塩酸カルピプラミン ５０ｍｇ１錠 デフェクトン糖衣錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 35.00
内用薬 1179030D1050 塩酸クロカプラミン １０％１ｇ クロフェクトン顆粒１０％ 田辺三菱製薬 101.00
内用薬 1179030D1069 塩酸クロカプラミン １０％１ｇ パドラセン顆粒１０％ 共和薬品工業 後発品 41.80
内用薬 1179030F1035 塩酸クロカプラミン １０ｍｇ１錠 クロフェクトン錠１０ｍｇ 全星薬品工業 12.50
内用薬 1179030F2066 塩酸クロカプラミン ２５ｍｇ１錠 クロフェクトン錠２５ｍｇ 全星薬品工業 27.60
内用薬 1179030F3020 塩酸クロカプラミン ５０ｍｇ１錠 クロフェクトン錠５０ｍｇ 全星薬品工業 51.20
内用薬 1179031B1038 マレイン酸カルピプラミ

ン
１０％１ｇ デフェクトン散１０％ 田辺三菱製薬 64.30

内用薬 1179032C1038 塩酸スルトプリド ５０％１ｇ スタドルフ細粒５０％ 共和薬品工業 後発品 34.00
内用薬 1179032C1046 塩酸スルトプリド ５０％１ｇ バルネチール細粒５０％ バイエル薬品 141.30
内用薬 1179032F1026 塩酸スルトプリド ５０ｍｇ１錠 バルネチール錠５０ バイエル薬品 16.30
内用薬 1179032F2022 塩酸スルトプリド １００ｍｇ１錠 バルネチール錠１００ バイエル薬品 30.50
内用薬 1179032F2049 塩酸スルトプリド １００ｍｇ１錠 バチール錠１００ｍｇ 全星薬品工業 後発品 8.90
内用薬 1179032F2057 塩酸スルトプリド １００ｍｇ１錠 スタドルフ錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.90
内用薬 1179032F3029 塩酸スルトプリド ２００ｍｇ１錠 バルネチール錠２００ バイエル薬品 57.40
内用薬 1179032F3045 塩酸スルトプリド ２００ｍｇ１錠 バチール錠２００ｍｇ 全星薬品工業 後発品 14.00
内用薬 1179032F3053 塩酸スルトプリド ２００ｍｇ１錠 スタドルフ錠２００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 14.00
内用薬 1179033F1020 塩酸ミアンセリン １０ｍｇ１錠 テトラミド錠１０ｍｇ シェリング・プラ

ウ
17.20

内用薬 1179033F2027 塩酸ミアンセリン ３０ｍｇ１錠 テトラミド錠３０ｍｇ シェリング・プラ
ウ

48.40

内用薬 1179034F1041 マレイン酸セチプチリン １ｍｇ１錠 ビソプール錠１ｍｇ メディサ新薬 後発品 7.00
内用薬 1179034F1050 マレイン酸セチプチリン １ｍｇ１錠 テシプール錠１ｍｇ 持田製薬 17.90
内用薬 1179035D1029 塩酸モサプラミン １０％１ｇ クレミン顆粒１０％ 田辺三菱製薬 158.70
内用薬 1179035F1020 塩酸モサプラミン １０ｍｇ１錠 クレミン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 18.20
内用薬 1179035F3022 塩酸モサプラミン ２５ｍｇ１錠 クレミン錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 41.90
内用薬 1179035F4029 塩酸モサプラミン ５０ｍｇ１錠 クレミン錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 79.50
内用薬 1179036C1028 ネモナプリド ２％１ｇ エミレース細粒２％ アステラス製薬 137.70
内用薬 1179036F1024 ネモナプリド ３ｍｇ１錠 エミレース錠３ｍｇ アステラス製薬 22.20
内用薬 1179036F2020 ネモナプリド １０ｍｇ１錠 エミレース錠１０ｍｇ アステラス製薬 66.70
内用薬 1179037F1029 塩酸トラゾドン ２５ｍｇ１錠 レスリン錠２５ シェリング・プラ

ウ
20.20

内用薬 1179037F1037 塩酸トラゾドン ２５ｍｇ１錠 デジレル錠２５ ファイザー 20.20
内用薬 1179037F1045 塩酸トラゾドン ２５ｍｇ１錠 アンデプレ錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 9.20
内用薬 1179037F2025 塩酸トラゾドン ５０ｍｇ１錠 レスリン錠５０ シェリング・プラ

ウ
35.60

内用薬 1179037F2033 塩酸トラゾドン ５０ｍｇ１錠 デジレル錠５０ ファイザー 35.60
内用薬 1179037F2041 塩酸トラゾドン ５０ｍｇ１錠 アンデプレ錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 16.10
内用薬 1179038C1027 リスペリドン １％１ｇ リスパダール細粒１％ ヤンセンファーマ 331.00
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 後発品 156.30
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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 後発品 204.60
内用薬 1179038C1051 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 242.60
内用薬 1179038C1060 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 126.00
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 後発品 146.20
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 後発品 164.50
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 後発品 204.60
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 後発品 136.10
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 後発品 146.20
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 後発品 218.90
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 後発品 218.90
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 後発品 180.70
内用薬 1179038C1167 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「タカタ」 高田製薬 後発品 117.90
内用薬 1179038F1023 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスパダール錠１ｍｇ ヤンセンファーマ 37.30
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 後発品 16.00
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 後発品 21.40
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 後発品 17.90
内用薬 1179038F1066 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 17.90
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 後発品 14.90
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 後発品 19.00
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 後発品 25.00
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 後発品 25.00
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 後発品 12.80
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 後発品 22.90
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 後発品 25.00
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 後発品 16.00
内用薬 1179038F1163 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 12.80
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 後発品 25.00
内用薬 1179038F2020 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスパダール錠２ｍｇ ヤンセンファーマ 68.60
内用薬 1179038F2038 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 21.20
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 後発品 42.10
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 後発品 36.30
内用薬 1179038F2062 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 23.10
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 後発品 30.70
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 後発品 42.10
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 後発品 45.30
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 後発品 50.80
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 後発品 23.10
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 後発品 47.10
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 後発品 38.80
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 後発品 45.30
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 後発品 33.60
内用薬 1179038F2178 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 23.10
内用薬 1179038F3026 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスパダール錠３ｍｇ ヤンセンファーマ 98.50
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 後発品 47.60
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 後発品 57.30
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 後発品 37.30
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 後発品 65.50
内用薬 1179038F3077 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 34.30
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 後発品 70.50
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 後発品 70.50
内用薬 1179038F3107 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 47.60
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 後発品 65.50
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 後発品 70.50
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 後発品 65.50
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 後発品 47.60
内用薬 1179038F4022 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 13.80
内用薬 1179038F4030 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 11.20
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 後発品 13.80

内用薬 1179038F5029 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ヤンセンファーマ 37.30
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 後発品 25.00
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 後発品 14.90
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 後発品 12.80
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 後発品 25.00
内用薬 1179038F6025 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスパダールＯＤ錠２ｍｇ ヤンセンファーマ 68.60
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 後発品 45.30
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 後発品 30.70
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 後発品 23.10
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 後発品 47.10
内用薬 1179038F7021 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ ヤンセンファーマ 19.80
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 後発品 47.60
内用薬 1179038S1021 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ ヤンセンファーマ 109.10
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 後発品 61.60

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 後発品 67.30

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 後発品 80.40

内用薬 1179038S1064 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 58.50

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 後発品 68.50

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 後発品 37.00

16 / 127 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

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 後発品 37.00

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 後発品 67.40

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 後発品 69.50

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 後発品 127.70

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 後発品 117.60

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 後発品 180.60

内用薬 1179039F1028 マレイン酸フルボキサミ
ン

２５ｍｇ１錠 デプロメール錠２５ 明治製菓 42.30
内用薬 1179039F1036 マレイン酸フルボキサミ

ン
２５ｍｇ１錠 ルボックス錠２５ ソルベイ製薬 42.30

内用薬 1179039F2024 マレイン酸フルボキサミ
ン

５０ｍｇ１錠 デプロメール錠５０ 明治製菓 73.60
内用薬 1179039F2032 マレイン酸フルボキサミ

ン
５０ｍｇ１錠 ルボックス錠５０ ソルベイ製薬 73.60

内用薬 1179039F3020 マレイン酸フルボキサミ
ン

７５ｍｇ１錠 デプロメール錠７５ 明治製菓 102.10
内用薬 1179039F3039 マレイン酸フルボキサミ

ン
７５ｍｇ１錠 ルボックス錠７５ ソルベイ製薬 102.10

内用薬 1179040F1039 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

アルフレッサ
ファーマ

後発品 18.30

内用薬 1179040F1047 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 18.90

内用薬 1179040F1055 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 17.60

内用薬 1179040F1063 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｎ
Ｔ」

ニプロジェネファ 後発品 15.30

内用薬 1179040F1071 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 18.30

内用薬 1179040F1080 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 16.90

内用薬 1179040F1098 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 18.90

内用薬 1179040F1101 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 18.30

内用薬 1179040F1110 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 18.90

内用薬 1179040F1128 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 18.90

内用薬 1179040F1136 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 トレドミン錠１５ｍｇ 旭化成ファーマ 26.50
内用薬 1179040F1144 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 18.00

内用薬 1179040F2035 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

アルフレッサ
ファーマ

後発品 27.60

内用薬 1179040F2043 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 27.60

内用薬 1179040F2051 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 26.30

内用薬 1179040F2060 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｎ
Ｔ」

ニプロジェネファ 後発品 26.30

内用薬 1179040F2078 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 28.30

内用薬 1179040F2086 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 24.90

内用薬 1179040F2094 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 28.30

内用薬 1179040F2108 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 26.30

内用薬 1179040F2116 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 28.30

内用薬 1179040F2124 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 27.60

内用薬 1179040F2132 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 トレドミン錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 39.10
内用薬 1179040F2140 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 26.80

内用薬 1179040F3023 塩酸ミルナシプラン １２．５ｍｇ１錠 トレドミン錠１２．５ｍｇ 旭化成ファーマ 22.90
内用薬 1179040F4020 塩酸ミルナシプラン ５０ｍｇ１錠 トレドミン錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 66.60
内用薬 1179040F4038 塩酸ミルナシプラン ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 45.90

内用薬 1179041F1025 塩酸パロキセチン水和物 １０ｍｇ１錠 パキシル錠１０ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

114.80

内用薬 1179041F2021 塩酸パロキセチン水和物 ２０ｍｇ１錠 パキシル錠２０ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

201.30

内用薬 1179042C1023 フマル酸クエチアピン ５０％１ｇ セロクエル細粒５０％ アステラス製薬 802.50
内用薬 1179042F1020 フマル酸クエチアピン ２５ｍｇ１錠 セロクエル２５ｍｇ錠 アステラス製薬 47.20
内用薬 1179042F2026 フマル酸クエチアピン １００ｍｇ１錠 セロクエル１００ｍｇ錠 アステラス製薬 165.60
内用薬 1179042F3022 フマル酸クエチアピン ２００ｍｇ１錠 セロクエル２００ｍｇ錠 アステラス製薬 310.90
内用薬 1179043F1032 塩酸ペロスピロン水和物 ４ｍｇ１錠 ルーラン錠４ｍｇ 大日本住友製薬 23.10
内用薬 1179043F2039 塩酸ペロスピロン水和物 ８ｍｇ１錠 ルーラン錠８ｍｇ 大日本住友製薬 43.20
内用薬 1179043F3027 塩酸ペロスピロン水和物 １６ｍｇ１錠 ルーラン錠１６ｍｇ 大日本住友製薬 80.80
内用薬 1179044C1022 オランザピン １％１ｇ ジプレキサ細粒１％ 日本イーライリ

リー
459.10

内用薬 1179044F1029 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 ジプレキサ錠２．５ｍｇ 日本イーライリ
リー

134.60

内用薬 1179044F2025 オランザピン ５ｍｇ１錠 ジプレキサ錠５ｍｇ 日本イーライリ
リー

251.40

内用薬 1179044F3021 オランザピン １０ｍｇ１錠 ジプレキサ錠１０ｍｇ 日本イーライリ
リー

476.90

内用薬 1179044F4028 オランザピン ５ｍｇ１錠 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ 日本イーライリ
リー

251.40
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内用薬 1179044F5024 オランザピン １０ｍｇ１錠 ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ 日本イーライリ
リー

476.90

内用薬 1179045B1021 アリピプラゾール １％１ｇ エビリファイ散１％ 大塚製薬 192.40
内用薬 1179045F1023 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 エビリファイ錠３ｍｇ 大塚製薬 94.40
内用薬 1179045F2020 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 エビリファイ錠６ｍｇ 大塚製薬 179.30
内用薬 1179045F3026 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 エビリファイ錠１２ｍｇ 大塚製薬 340.70
内用薬 1179045S1021 アリピプラゾール ０．１％１ｍＬ エビリファイ内用液０．１％ 大塚製薬 95.40
内用薬 1179046F1028 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ ファイザー 114.60
内用薬 1179046F2024 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠５０ｍｇ ファイザー 200.70
内用薬 1179047F1022 モダフィニル １００ｍｇ１錠 モディオダール錠１００ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
393.00

内用薬 1179048B1025 ブロナンセリン ２％１ｇ ロナセン散２％ 大日本住友製薬 691.80
内用薬 1179048F1027 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ロナセン錠２ｍｇ 大日本住友製薬 76.60
内用薬 1179048F2023 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ロナセン錠４ｍｇ 大日本住友製薬 143.70
内用薬 1179049F1021 クロザピン ２５ｍｇ１錠 クロザリル錠２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
85.30

内用薬 1179049F2028 クロザピン １００ｍｇ１錠 クロザリル錠１００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

300.60

内用薬 1179050M1023 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル ストラテラカプセル５ｍｇ 日本イーライリ
リー

264.90

内用薬 1179050M2020 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル ストラテラカプセル１０ｍｇ 日本イーライリ
リー

315.70

内用薬 1179050M3026 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル ストラテラカプセル２５ｍｇ 日本イーライリ
リー

398.10

内用薬 1179051F1029 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 リフレックス錠１５ｍｇ 明治製菓 169.30
内用薬 1179051F1037 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 レメロン錠１５ｍｇ シェリング・プラ

ウ
169.30

内用薬 1179100F1024 クロルプロマジン・プロ
メタジン

１錠 ベゲタミン錠－Ａ 塩野義製薬 8.20

内用薬 1179100F1032 クロルプロマジン・プロ
メタジン

１錠 ベゲタミン－Ａ配合錠 塩野義製薬 8.20

内用薬 1179101F1029 クロルプロマジン・プロ
メタジン

１錠 ベゲタミン錠－Ｂ 塩野義製薬 6.50

内用薬 1179101F1037 クロルプロマジン・プロ
メタジン

１錠 ベゲタミン－Ｂ配合錠 塩野義製薬 6.50

内用薬 1180101D1029 非ピリン系感冒剤 １ｇ ペレックス１／６顆粒 大鵬薬品工業 6.20
内用薬 1180101D1037 非ピリン系感冒剤 １ｇ 小児用ペレックス配合顆粒 大鵬薬品工業 6.20
内用薬 1180102Q1025 非ピリン系感冒剤 １０ｍＬ ＬＬシロップ 第一三共 19.30
内用薬 1180102Q1068 非ピリン系感冒剤 １０ｍＬ ＬＬ配合シロップ小児用 第一三共 19.30
内用薬 1180105B1026 非ピリン系感冒剤 １ｇ ネオアムノール散 三和化学研究所 6.20
内用薬 1180105B1034 非ピリン系感冒剤 １ｇ ネオアムノール配合散 三和化学研究所 6.20
内用薬 1180105D1027 非ピリン系感冒剤 １ｇ ペレックス顆粒 大鵬薬品工業 6.20
内用薬 1180105D1035 非ピリン系感冒剤 １ｇ ペレックス配合顆粒 大鵬薬品工業 6.20
内用薬 1180107D1026 非ピリン系感冒剤 １ｇ ＰＬ顆粒 塩野義製薬 6.60
内用薬 1180107D1034 非ピリン系感冒剤 １ｇ サラザック顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1180107D1042 非ピリン系感冒剤 １ｇ セラピナ顆粒 シオノケミカル 後発品 6.20
内用薬 1180107D1050 非ピリン系感冒剤 １ｇ トーワチーム顆粒 東和薬品 後発品 6.20
内用薬 1180107D1069 非ピリン系感冒剤 １ｇ ホグス顆粒 大正薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1180107D1077 非ピリン系感冒剤 １ｇ マリキナ顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20
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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 1180107D1131 非ピリン系感冒剤 １ｇ ＰＬ配合顆粒 塩野義製薬 6.60
内用薬 1180107D1140 非ピリン系感冒剤 １ｇ ホグス配合顆粒 大正薬品工業 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 1180108D1020 非ピリン系感冒剤 １ｇ 幼児用ＰＬ顆粒 塩野義製薬 6.50
内用薬 1180108D1039 非ピリン系感冒剤 １ｇ 幼児用ＰＬ配合顆粒 塩野義製薬 6.50
内用薬 1180109F1026 非ピリン系感冒剤 １錠 ピーエイ錠 全星薬品工業 後発品 4.60
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 後発品 4.60
内用薬 1190004C1017 塩酸チアプリド １０％１ｇ 塩酸チアプリド１０％細粒 後発品 15.80
内用薬 1190004C1025 塩酸チアプリド １０％１ｇ グラマリール細粒１０％ アステラス製薬 101.10
内用薬 1190004C1076 塩酸チアプリド １０％１ｇ チアプリム細粒１０％ メディサ新薬 後発品 24.40
内用薬 1190004F1021 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 グラマリール錠２５ｍｇ アステラス製薬 27.80
内用薬 1190004F1030 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 局 フルジサール錠２５ 日医工ファーマ 後発品 7.70
内用薬 1190004F1056 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 グリノラート錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1190004F1064 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 局 チアリール錠２５ ダイト 後発品 7.40
内用薬 1190004F1080 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 局 ノイリラーク錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1190004F1099 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 チアラリード錠２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 1190004F1102 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 局 ボインリール錠２５ 日新製薬（山形） 後発品 6.00
内用薬 1190004F1129 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 局 チアプリム錠２５ メディサ新薬 後発品 7.80
内用薬 1190004F2010 塩酸チアプリド ５０ｍｇ１錠 塩酸チアプリド５０ｍｇ錠 後発品 7.20
内用薬 1190004F2028 塩酸チアプリド ５０ｍｇ１錠 グラマリール錠５０ｍｇ アステラス製薬 52.30
内用薬 1190004F2036 塩酸チアプリド ５０ｍｇ１錠 局 フルジサール錠５０ 日医工ファーマ 後発品 13.00
内用薬 1190004F2060 塩酸チアプリド ５０ｍｇ１錠 局 チアリール錠５０ ダイト 後発品 12.20
内用薬 1190004F2095 塩酸チアプリド ５０ｍｇ１錠 チアプリム錠５０ メディサ新薬 後発品 12.20
内用薬 1190008F1020 マジンドール ０．５ｍｇ１錠 サノレックス錠０．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
203.50

内用薬 1190010F1027 テルグリド ０．５ｍｇ１錠 テルロン錠０．５ バイエル薬品 149.60
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 後発品 102.00
内用薬 1190011F1021 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルテック錠５０ サノフィ・アベン

ティス
1,701.50

内用薬 1190012C1020 塩酸ドネペジル ０．５％１ｇ アリセプト細粒０．５％ エーザイ 404.80
内用薬 1190012F1026 塩酸ドネペジル ３ｍｇ１錠 アリセプト錠３ｍｇ エーザイ 286.50
内用薬 1190012F2022 塩酸ドネペジル ５ｍｇ１錠 アリセプト錠５ｍｇ エーザイ 427.50
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内用薬 1190012F3029 塩酸ドネペジル ３ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠３ｍｇ エーザイ 286.50
内用薬 1190012F4025 塩酸ドネペジル ５ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠５ｍｇ エーザイ 427.50
内用薬 1190012F5021 塩酸ドネペジル １０ｍｇ１錠 アリセプト錠１０ｍｇ エーザイ 764.00
内用薬 1190012F6028 塩酸ドネペジル １０ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠１０ｍｇ エーザイ 764.00
内用薬 1190012Q1027 塩酸ドネペジル ３ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー３ｍｇ エーザイ 280.30
内用薬 1190012Q2023 塩酸ドネペジル ５ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー５ｍｇ エーザイ 427.50
内用薬 1190012Q3020 塩酸ドネペジル １０ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー１０ｍｇ エーザイ 764.00
内用薬 1190013S1037 ピラセタム ３３．３％１ｍＬ ミオカーム内服液　３３．３％ ユーシービージャ

パン
30.50

内用薬 1190014F1025 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 セレジスト錠５ 田辺三菱製薬 1,178.90
内用薬 1190014F2021 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 セレジストＯＤ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 1,178.90
内用薬 1190015M1029 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセル レミッチカプセル２．５μｇ 東レ 1,745.10
内用薬 1212001X1014 アミノ安息香酸エチル １ｇ 局 アミノ安息香酸エチル 9.00
内用薬 1212001X1057 アミノ安息香酸エチル １ｇ 局 アミノ安息香酸エチル「ケンエー」 健栄製薬 9.40
内用薬 1212001X1170 アミノ安息香酸エチル １ｇ 局 アミノ安息香酸エチル原末「マルイ

シ」
丸石製薬 9.40

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 後発品 5.00
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 後発品 4.80
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） 後発品 4.80
内用薬 1214001S1054 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ キシロカインビスカス２％ アストラゼネカ 6.10
内用薬 1219002D1048 オキセサゼイン ５％１ｇ ストロカイン顆粒５％ サンノーバ 38.20
内用薬 1219002F1065 オキセサゼイン ５ｍｇ１錠 ストロカイン錠５ｍｇ サンノーバ 6.00
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 後発品 6.20

内用薬 1219003F1043 ピペリジノアセチルアミ
ノ安息香酸エチル

１００ｍｇ１錠 スルカイン錠１００ｍｇ 日本新薬 5.80

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 後発品 5.60

内用薬 1222001F1074 クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠 スラックシン錠 イセイ 後発品 5.40
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 後発品 5.40
内用薬 1225001F1106 カルバミン酸クロルフェ

ネシン
１２５ｍｇ１錠 局 コリクール錠１２５ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F1114 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

１２５ｍｇ１錠 局 リンラキサー錠１２５ｍｇ 大正製薬 10.90

内用薬 1225001F1122 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

１２５ｍｇ１錠 局 スールキット錠１２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F2030 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 カルソント錠「２５０」 辰巳化学 後発品 6.20

内用薬 1225001F2099 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 スールキット錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F2226 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 コリクール錠２５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F2234 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 コリスパー錠２５０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1225001F2250 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 リンラキサー錠２５０ｍｇ 大正製薬 18.20

内用薬 1225003D1031 メトカルバモール ９０％１ｇ ロバキシン顆粒９０％ あすか製薬 17.70
内用薬 1229002M1036 ダントロレンナトリウム ２５ｍｇ１カプセル ダントリウムカプセル２５ｍｇ アステラス製薬 26.10
内用薬 1229002M2032 ダントロレンナトリウム ５０ｍｇ１カプセル ダントリウムカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 53.80
内用薬 1229003F2100 メシル酸プリジノール ４ｍｇ１錠 ロイマカーン錠 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1229003F2127 メシル酸プリジノール ４ｍｇ１錠 ロキシーン錠４ｍｇ 東菱薬品工業 5.60
内用薬 1231001F1030 塩化アンベノニウム １０ｍｇ１錠 マイテラーゼ錠１０ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
24.00

内用薬 1231004B1067 塩化ベタネコール ５％１ｇ ベサコリン散５％ サンノーバ 15.60
内用薬 1231008F1032 臭化プロパンテリン １５ｍｇ１錠 プロ・バンサイン錠１５ｍｇ ファイザー 11.90
内用薬 1231009F1088 臭化メペンゾラート ７．５ｍｇ１錠 トランコロン錠７．５ｍｇ アステラス製薬 5.80
内用薬 1231009F1096 臭化メペンゾラート ７．５ｍｇ１錠 アテネコリン－Ｍ錠７．５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1231010M1020 ナパジシル酸アクラトニ

ウム
２５ｍｇ１カプセル アボビスカプセル２５ 富山化学工業 6.00

内用薬 1231010M2027 ナパジシル酸アクラトニ
ウム

５０ｍｇ１カプセル アボビスカプセル５０ 富山化学工業 9.50

内用薬 1231011D1025 ヨウ化オキサピウム ２％１ｇ エスパレキサン顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1231011D1041 ヨウ化オキサピウム ２％１ｇ エスパレキサン顆粒２％ 大洋薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1231011F1034 ヨウ化オキサピウム １０ｍｇ１錠 エスパレキサン錠１０ 大洋薬品工業 後発品 5.40
内用薬 1231011F1093 ヨウ化オキサピウム １０ｍｇ１錠 エスペラン錠１０ｍｇ 富山化学工業 5.60
内用薬 1231011F1107 ヨウ化オキサピウム １０ｍｇ１錠 アリプロイド錠１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.40
内用薬 1231013D1067 臭化チキジウム ２％１ｇ チアトン顆粒２％ アボットジャパン 32.90
内用薬 1231013D1075 臭化チキジウム ２％１ｇ チアメロン顆粒２％ 鶴原製薬 後発品 12.90
内用薬 1231013M1032 臭化チキジウム ５ｍｇ１カプセル アスポーラカプセル５ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 1231013M1040 臭化チキジウム ５ｍｇ１カプセル チアトンカプセル５ｍｇ アボットジャパン 9.90
内用薬 1231013M2039 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル チワンカプセル１０ 沢井製薬 後発品 7.40
内用薬 1231013M2047 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル アスポーラカプセル１０ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 1231013M2055 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル アドバストンカプセル１０ 大洋薬品工業 後発品 6.50
内用薬 1231013M2110 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル チアメロンカプセル１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.10
内用薬 1231013M2179 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル チアトンカプセル１０ｍｇ アボットジャパン 16.10
内用薬 1231013M2187 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル チアパストンカプセル１０ｍｇ 東和薬品 後発品 6.10
内用薬 1231014F1011 臭化ジスチグミン ５ｍｇ１錠 局 臭化ジスチグミン錠 13.00
内用薬 1231014F1054 臭化ジスチグミン ５ｍｇ１錠 局 ウブレチド錠５ｍｇ 鳥居薬品 22.10
内用薬 1231014F1070 臭化ジスチグミン ５ｍｇ１錠 局 ジスチグミン臭化物錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 14.80

内用薬 1233001B1025 臭化ネオスチグミン ０．５％１ｇ ワゴスチグミン散（０．５％） 塩野義製薬 16.60
内用薬 1239003F1046 臭化ピリドスチグミン ６０ｍｇ１錠 メスチノン錠６０ｍｇ 共和薬品工業 28.60
内用薬 1239100D1023 ピペリジノアセチルアミ

ノ安息香酸エチル配合剤
２０％１ｇ スルカイン顆粒 日本新薬 9.30

内用薬 1239100D1031 ピペリジノアセチルアミ
ノ安息香酸エチル配合剤

２０％１ｇ スルカイン配合顆粒 日本新薬 9.30
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内用薬 1239101F1029 臭化メペンゾラート・
フェノバルビタール

１錠 トランコロンＰ錠 アステラス製薬 5.90

内用薬 1239101F1037 臭化メペンゾラート・
フェノバルビタール

１錠 トランコロンＰ配合錠 アステラス製薬 5.90

内用薬 1242002F1055 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 Ｃ、Ｂ、スコポラ錠 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 1242002F1225 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブチスコ錠 小林化工 後発品 5.40
内用薬 1242002F1233 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブチブロン錠 日新製薬（山形） 後発品 5.40
内用薬 1242002F1322 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブスコム錠１０ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.40
内用薬 1242002F1330 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブスコパン錠１０ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
7.60

内用薬 1242002F1349 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブスフォリロン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40
内用薬 1242002F1357 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 リラダン錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 1242002F1365 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブチブロン錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.40
内用薬 1242003D1032 臭化ブトロピウム ２％１ｇ コリオパン顆粒２％ エーザイ 28.90
内用薬 1242003F2021 臭化ブトロピウム １０ｍｇ１錠 コリオパン錠１０ｍｇ エーザイ 16.80
内用薬 1242003F2030 臭化ブトロピウム １０ｍｇ１錠 ブトロパン錠１０ 大洋薬品工業 後発品 6.10
内用薬 1242003M1040 臭化ブトロピウム ５ｍｇ１カプセル コリオパンカプセル５ｍｇ エーザイ 9.90
内用薬 1242006F1088 メチル硫酸Ｎ－メチルス

コポラミン
１ｍｇ１錠 クインロン錠１ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 1242006F1096 メチル硫酸Ｎ－メチルス
コポラミン

１ｍｇ１錠 ダイピン錠１ｍｇ 第一三共 7.70

内用薬 1242008X1015 硫酸アトロピン １ｇ 局 硫酸アトロピン 837.00
内用薬 1242008X1058 硫酸アトロピン １ｇ 局 硫酸アトロピン「ホエイ」 マイラン製薬 869.40
内用薬 1243001X1010 塩酸パパベリン １ｇ 局 塩酸パパベリン 46.90
内用薬 1243002B1140 塩酸パパベリン １０％１ｇ １０％塩パパ散「ヨシダ」 吉田製薬 6.30
内用薬 1243002B1166 塩酸パパベリン １０％１ｇ 塩酸パパベリン散１０％「マルイシ」 丸石製薬 6.20
内用薬 1243002B1182 塩酸パパベリン １０％１ｇ 塩酸パパベリン散１０％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 6.20
内用薬 1249003D1041 塩酸トルペリゾン １０％１ｇ ムスカルム顆粒１００ｍｇ／ｇ 日本化薬 15.00
内用薬 1249003F1182 塩酸トルペリゾン ５０ｍｇ１錠 ベスノリン錠 寿製薬 後発品 5.40
内用薬 1249003F1298 塩酸トルペリゾン ５０ｍｇ１錠 ムスカルム錠５０ｍｇ 日本化薬 10.30
内用薬 1249003F1301 塩酸トルペリゾン ５０ｍｇ１錠 ベスノリン錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 5.40
内用薬 1249003F2243 塩酸トルペリゾン １００ｍｇ１錠 ニチペリゾン錠１００ 日新製薬（山形） 後発品 5.40
内用薬 1249003F2260 塩酸トルペリゾン １００ｍｇ１錠 ベスノリンＦ錠 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 1249003F2375 塩酸トルペリゾン １００ｍｇ１錠 ムスカルム錠１００ｍｇ 日本化薬 10.70
内用薬 1249003F2383 塩酸トルペリゾン １００ｍｇ１錠 ベスノリン錠１００ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 1249004F1080 塩酸ピペリドレート ５０ｍｇ１錠 ダクチル錠５０ｍｇ キッセイ薬品工業 7.20
内用薬 1249004F1098 塩酸ピペリドレート ５０ｍｇ１錠 ダクチラン錠５０ｍｇ 杏林製薬 後発品 6.80
内用薬 1249005C1037 臭化チメピジウム ６％１ｇ セスデン細粒６％ 田辺三菱製薬 31.90
内用薬 1249005F1050 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 タイピジウム錠 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1249005F1076 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 コリリック錠３０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.90
内用薬 1249005F1084 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 ソピタム錠３０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1249005F1092 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 ゼスン錠３０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1249005F1106 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 セスジウム錠３０ｍｇ サンド 後発品 5.90
内用薬 1249005M1083 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１カプセル セスデンカプセル３０ｍｇ 田辺三菱製薬 15.70
内用薬 1249005M1091 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１カプセル ロイセルチンカプセル３０ｍｇ 日医工 後発品 5.80
内用薬 1249006F1011 バクロフェン ５ｍｇ１錠 局 バクロフェン錠 19.90
内用薬 1249006F2018 バクロフェン １０ｍｇ１錠 局 バクロフェン錠 33.20
内用薬 1249007F1032 フロプロピオン ４０ｍｇ１錠 コスパノン錠４０ｍｇ エーザイ 8.00
内用薬 1249007F2020 フロプロピオン ８０ｍｇ１錠 コスパノン錠８０ｍｇ エーザイ 13.00
内用薬 1249007M1023 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 エフタノン イセイ 後発品 6.00
内用薬 1249007M1198 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 バイラップ「カプセル」 ニプロファーマ 後発品 6.00
内用薬 1249007M1252 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 コスパノンカプセル４０ｍｇ エーザイ 9.00
内用薬 1249007M1260 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 フロプロピオンカプセル４０ｍｇ「日

医工」
日医工 後発品 6.00

内用薬 1249008F1100 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 オシアット錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 8.50
内用薬 1249008F1185 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 アイロメート錠２０ｍｇ 沢井製薬 後発品 9.30
内用薬 1249008F1193 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 アロストーワ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 8.50
内用薬 1249008F1207 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 アナポレット錠２０ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 7.60
内用薬 1249008F1215 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 アロフト錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 25.80
内用薬 1249008F1223 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 アンメトロン錠２０ｍｇ 辰巳化学 後発品 8.50
内用薬 1249008F1231 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 アフロゾン錠２０ｍｇ 小林化工 後発品 8.70
内用薬 1249009D1014 塩酸エペリゾン １０％１ｇ 塩酸エペリゾン１０％顆粒 後発品 9.60
内用薬 1249009D1030 塩酸エペリゾン １０％１ｇ ミオナール顆粒１０％ エーザイ 49.70
内用薬 1249009F1023 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 アチネス錠５０ あすか製薬 後発品 10.10
内用薬 1249009F1031 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エペソ錠５０ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 1249009F1040 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エペナルド錠５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1249009F1058 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エボントン錠「５０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1249009F1090 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 ミオナール錠５０ｍｇ エーザイ 21.20
内用薬 1249009F1287 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エペリッサー錠５０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 1249009F1295 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 トルミナール錠５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1249009F1309 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エペル錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1249009F1317 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 サンバゾン錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 5.60
内用薬 1249009F1325 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エンボイ錠５０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.60

内用薬 1249009F1333 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 ミオナベース錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 1249009F1341 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 ミオリラーク錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1249009F1350 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 リンプラール錠５０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 1249009F1368 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エペリナール錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1249009F1376 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 ミオペリゾン錠５０ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 1249009F1384 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 ホマライト錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 1249010D1025 塩酸チザニジン ０．２％１ｇ テルネリン顆粒０．２％ ノバルティス

ファーマ
41.70

内用薬 1249010D1050 塩酸チザニジン ０．２％１ｇ チザニン顆粒０．２％ 日医工 後発品 14.20
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内用薬 1249010D1076 塩酸チザニジン ０．２％１ｇ ザンピーク顆粒０．２％ 辰巳化学 後発品 12.30
内用薬 1249010F1026 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 テルネリン錠１ｍｇ ノバルティス

ファーマ
18.90

内用薬 1249010F1042 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 エンチニン錠１ メディサ新薬 後発品 7.30
内用薬 1249010F1050 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 ギボンズ錠１ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.70

内用薬 1249010F1069 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 メキタック錠１ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1249010F1077 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 アストネリン錠１ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 1249010F1107 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 チザネリン錠１ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1249010F1115 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 テルザニン錠１ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 1249010F1123 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 モトナリン錠１ｍｇ 日本薬品工業 後発品 7.80
内用薬 1249010F1140 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 チザニン錠１ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 1249010F1158 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 チロルビット錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1249010F1166 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 テトリネン錠１ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1249010F1182 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 テルリラーク錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1249010F1220 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 セブレチン錠１ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.70
内用薬 1249010F1239 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 1249351B1010 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散 6.90
内用薬 1249351B1052 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 1249351B1095 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散　シオエ シオエ製薬 8.20
内用薬 1249351B1117 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散〈ハチ〉 東洋製薬化成 9.20
内用薬 1249351B1141 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散「ホエイ」 マイラン製薬 7.20
内用薬 1249351B1192 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散「ニッコー」 日興製薬 7.30
内用薬 1249351B1230 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散「ＪＧ」 日本ジェネリック 7.70
内用薬 1319002F1010 ジクロフェナミド ５０ｍｇ１錠 局 ジクロフェナミド錠 34.30
内用薬 1319004F1027 ヘレニエン ５ｍｇ１錠 アダプチノール バイエル薬品 47.70
内用薬 1319004F1035 ヘレニエン ５ｍｇ１錠 アダプチノール錠５ｍｇ バイエル薬品 47.70
内用薬 1329100F1023 ニコチン酸アミド・塩酸

パパベリン
１錠 ストミンＡ錠 ゾンネボード製薬 5.80

内用薬 1329100F1031 ニコチン酸アミド・塩酸
パパベリン

１錠 ストミンＡ配合錠 ゾンネボード製薬 5.80

内用薬 1331001F1010 ジメンヒドリナート ５０ｍｇ１錠 局 ジメンヒドリナート錠 11.80
内用薬 1339001N1039 ｄｌ－塩酸イソプロテレ

ノール
７．５ｍｇ１カプセル イソメニールカプセル７．５ｍｇ 科研製薬 12.30

内用薬 1339002D1038 塩酸ジフェニドール １０％１ｇ セファドール顆粒１０％ 日本新薬 43.20
内用薬 1339002F1152 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ジフェニドリン 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1339002F1209 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ソブラリン錠 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 1339002F1403 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 サタノロン錠２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1339002F1411 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 8.10

内用薬 1339002F1420 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 シュランダー錠２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1339002F1438 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 セファドール錠２５ｍｇ 日本新薬 14.50
内用薬 1339002F1446 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 トスペラール錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1339002F1454 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ピネロロ錠２５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 1339002F1462 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ

ＹＫ」
大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1339002F1470 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1339002F1489 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ソブラリン錠２５ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 1339005F1288 メシル酸ベタヒスチン ６ｍｇ１錠 バイメニエル６ｍｇ錠 東邦新薬 後発品 5.80
内用薬 1339005F1296 メシル酸ベタヒスチン ６ｍｇ１錠 局 メリスロン錠６ｍｇ エーザイ 8.50
内用薬 1339005F1300 メシル酸ベタヒスチン ６ｍｇ１錠 局 メタヒスロン錠６ｍｇ 大正薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1339005F1318 メシル酸ベタヒスチン ６ｍｇ１錠 局 コンベルミン錠６ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 6.00
内用薬 1339005F1326 メシル酸ベタヒスチン ６ｍｇ１錠 局 デアノサート錠６ｍｇ イセイ 後発品 6.00
内用薬 1339005F1334 メシル酸ベタヒスチン ６ｍｇ１錠 局 メニエトール錠６ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1339005F1342 メシル酸ベタヒスチン ６ｍｇ１錠 局 スズトロン錠６ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.00
内用薬 1339005F1350 メシル酸ベタヒスチン ６ｍｇ１錠 局 メニタジン錠６ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00
内用薬 1339005F1369 メシル酸ベタヒスチン ６ｍｇ１錠 局 メニエース錠６ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 6.00
内用薬 1339005F1377 メシル酸ベタヒスチン ６ｍｇ１錠 局 パパベリアン錠６ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.00
内用薬 1339005F1385 メシル酸ベタヒスチン ６ｍｇ１錠 局 ミタポップ錠６ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.00

内用薬 1339005F1393 メシル酸ベタヒスチン ６ｍｇ１錠 局 リマーク錠６ｍｇ 日本臓器製薬 後発品 6.00
内用薬 1339005F2098 メシル酸ベタヒスチン １２ｍｇ１錠 局 メタヒスロン錠１２ｍｇ 大正薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1339005F2128 メシル酸ベタヒスチン １２ｍｇ１錠 局 メリスロン錠１２ｍｇ エーザイ 13.40
内用薬 1339005F2144 メシル酸ベタヒスチン １２ｍｇ１錠 局 デアノサート錠１２ｍｇ イセイ 後発品 6.30
内用薬 1339005F2152 メシル酸ベタヒスチン １２ｍｇ１錠 局 ミタポップ錠１２ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.30

内用薬 1339100F1020 ジフェンヒドラミン・ジ
プロフィリン

１錠 トラベルミン錠 サンノーバ 6.10

内用薬 1339100F1038 ジフェンヒドラミン・ジ
プロフィリン

１錠 トラベルミン配合錠 サンノーバ 6.10

内用薬 2113001F1015 ジギトキシン ０．０２５ｍｇ１錠 局 ジギトキシン錠 9.50
内用薬 2113001F2011 ジギトキシン ０．１ｍｇ１錠 局 ジギトキシン錠 9.60
内用薬 2113003F1014 ジゴキシン ０．２５ｍｇ１錠 局 ジゴキシン錠 9.60
内用薬 2113003F2010 ジゴキシン ０．１２５ｍｇ１錠 局 ジゴキシン錠 9.60
内用薬 2113004B1033 ジゴキシン ０．１％１ｇ ジゴシン散０．１％ 中外製薬 12.00
内用薬 2113004S1033 ジゴキシン ０．００５％１０ｍＬ ジゴシンエリキシル０．０５ｍｇ／ｍ

Ｌ
中外製薬 17.50

内用薬 2113005F1030 メチルジゴキシン ０．１ｍｇ１錠 ラニラピッド錠０．１ｍｇ 中外製薬 10.50
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 後発品 7.00

内用薬 2113005F2028 メチルジゴキシン ０．０５ｍｇ１錠 ラニラピッド錠０．０５ｍｇ 中外製薬 6.00
内用薬 2113005F2036 メチルジゴキシン ０．０５ｍｇ１錠 メチルジゴキシン錠０．０５ｍｇ「タ

イヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2113006F1018 ラナトシドＣ ０．２５ｍｇ１錠 局 ラナトシドＣ錠 9.70
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内用薬 2115001X1015 アミノフィリン １ｇ 局 アミノフィリン 12.90
内用薬 2115002F1057 アミノフィリン １００ｍｇ１錠 ネオフィリン錠１００ｍｇ サンノーバ 6.10
内用薬 2115003X1014 安息香酸ナトリウムカ

フェイン
１ｇ 局 安息香酸ナトリウムカフェイン 7.20

内用薬 2115003X1049 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 安息香酸ナトリウムカフェイン「ケン
エー」

健栄製薬 7.40

内用薬 2115003X1057 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 安息香酸ナトリウムカフェイン　シオ
エ

シオエ製薬 9.20

内用薬 2115003X1065 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 「純生」アンナカ 純生薬品工業 9.20

内用薬 2115003X1103 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 ※ 安息香酸ナトリウムカフェイン（丸
石）

丸石製薬 8.20

内用薬 2115003X1120 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 ※ 安息香酸ナトリウムカフェイン（山
善）

山善製薬 7.40

内用薬 2115003X1162 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 アンナカ「ヨシダ」 吉田製薬 9.20

内用薬 2115003X1170 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 安息香酸ナトリウムカフェイン原末
「マルイシ」

丸石製薬 8.20

内用薬 2115004X1019 カフェイン １ｇ 局 カフェイン 8.60
内用薬 2115004X1051 カフェイン １ｇ 局 「純生」カフェイン 純生薬品工業 9.20
内用薬 2115004X1078 カフェイン １ｇ 局 カフェイン「ホエイ」 マイラン製薬 9.20
内用薬 2115004X1140 カフェイン １ｇ 局 カフェイン水和物「ヨシダ」 吉田製薬 9.20
内用薬 2115004X1159 カフェイン １ｇ 局 カフェイン水和物原末「マルイシ」 丸石製薬 9.20
内用薬 2115008F1020 プロキシフィリン １００ｍｇ１錠 モノフィリン錠 日医工 5.80
内用薬 2115008F1038 プロキシフィリン １００ｍｇ１錠 モノフィリン錠１００ｍｇ 日医工 5.80
内用薬 2115008X1025 プロキシフィリン １ｇ モノフィリン 日医工 14.60
内用薬 2115008X1033 プロキシフィリン １ｇ モノフィリン原末 日医工 14.60
内用薬 2115009X1011 無水カフェイン １ｇ 局 無水カフェイン 9.20
内用薬 2119001F1019 塩酸エチレフリン ５ｍｇ１錠 局 塩酸エチレフリン錠 9.10
内用薬 2119001F1418 塩酸エチレフリン ５ｍｇ１錠 局 エホチール錠５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
9.20

内用薬 2119001F2015 塩酸エチレフリン １０ｍｇ１錠 局 塩酸エチレフリン錠 9.70
内用薬 2119002G1035 ｄｌ－塩酸イソプロテレ

ノール
１５ｍｇ１錠 プロタノールＳ錠１５ｍｇ 興和 26.50

内用薬 2119003C1062 ユビデカレノン １％１ｇ デカレノン細粒 東邦新薬 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 2119003D1149 ユビデカレノン １％１ｇ ノイキノン顆粒１％ エーザイ 21.40
内用薬 2119003D1157 ユビデカレノン １％１ｇ イノキテン顆粒１％ 日本薬品工業 後発品 9.30
内用薬 2119003D1165 ユビデカレノン １％１ｇ ユベ・Ｑ顆粒１％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2119003F1093 ユビデカレノン ５ｍｇ１錠 ノイキノン錠５ｍｇ エーザイ 14.70
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 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 2119003F2197 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 サンキノン錠１０ 三恵薬品 後発品 5.60
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 後発品 5.60
内用薬 2119003F2332 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ノイキノン錠１０ｍｇ エーザイ 19.90
内用薬 2119003F2340 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ノイキノン糖衣錠１０ｍｇ エーザイ 19.90
内用薬 2119003F2510 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ヨウビキノン錠１０ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2119003F2529 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ラコビール錠 寿製薬 後発品 6.00
内用薬 2119003F2561 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 トリデミン錠１０ｍｇ イセイ 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2119003F2588 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 イノキテン錠１０ｍｇ 日本薬品工業 後発品 6.00
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 後発品 5.60
内用薬 2119003F2600 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユベ・Ｑ錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 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） 後発品 6.00
内用薬 2119003F2626 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ラコビール錠１０ｍｇ 寿製薬 後発品 6.00
内用薬 2119003M1203 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ノイキノンカプセル５ｍｇ エーザイ 14.70
内用薬 2119003M1211 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル イノキテンカプセル５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.70
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 後発品 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 後発品 6.00
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
後発品 9.20

内用薬 2119004C1032 デノパミン ５％１ｇ カルグート細粒５％ 田辺三菱製薬 294.20
内用薬 2119004F1020 デノパミン ５ｍｇ１錠 カルグート錠５ 田辺三菱製薬 39.20
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 後発品 22.80
内用薬 2119004F1047 デノパミン ５ｍｇ１錠 ヘルパミン錠５ 日医工 後発品 18.90
内用薬 2119004F2027 デノパミン １０ｍｇ１錠 カルグート錠１０ 田辺三菱製薬 67.60
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 後発品 37.00
内用薬 2119004F2043 デノパミン １０ｍｇ１錠 ヘルパミン錠１０ 日医工 後発品 31.40
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 後発品 76.80
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 後発品 135.70
内用薬 2119006M1029 ピモベンダン １．２５ｍｇ１カプセ

ル
アカルディカプセル１．２５ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
102.10

内用薬 2119006M2025 ピモベンダン ２．５ｍｇ１カプセル アカルディカプセル２．５ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

179.90

内用薬 2119007D1031 ドカルパミン ７５％１ｇ タナドーパ顆粒７５％ 田辺三菱製薬 491.20
内用薬 2121001F1017 塩酸プロカインアミド １２５ｍｇ１錠 局 塩酸プロカインアミド錠 10.40
内用薬 2121001F2013 塩酸プロカインアミド ２５０ｍｇ１錠 局 塩酸プロカインアミド錠 15.20
内用薬 2122001X1010 硫酸キニジン １ｇ 局 硫酸キニジン 155.10
内用薬 2122002F1060 硫酸キニジン １００ｍｇ１錠 硫酸キニジン錠１００ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 12.40

内用薬 2123001M1029 塩酸アセブトロール １００ｍｇ１カプセル アセタノールカプセル１００ サノフィ・アベン
ティス

17.30

内用薬 2123001M2025 塩酸アセブトロール ２００ｍｇ１カプセル アセタノールカプセル２００ サノフィ・アベン
ティス

30.90

内用薬 2123002M1023 塩酸アルプレノロール ２５ｍｇ１カプセル アテネノール 鶴原製薬 後発品 6.00
内用薬 2123002M1082 塩酸アルプレノロール ２５ｍｇ１カプセル スカジロールカプセル 寿製薬 後発品 10.10

22 / 127 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

内用薬 2123002M1112 塩酸アルプレノロール ２５ｍｇ１カプセル スカジロールカプセル２５ｍｇ 寿製薬 後発品 10.10
内用薬 2123002M2062 塩酸アルプレノロール ５０ｍｇ１カプセル スカジロール５０カプセル 寿製薬 後発品 16.20
内用薬 2123002M2097 塩酸アルプレノロール ５０ｍｇ１カプセル スカジロールカプセル５０ｍｇ 寿製薬 後発品 16.20
内用薬 2123004F1066 塩酸オクスプレノロール ２０ｍｇ１錠 カテハット錠「２０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2123004F1074 塩酸オクスプレノロール ２０ｍｇ１錠 スネリング錠２０ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2123004F1147 塩酸オクスプレノロール ２０ｍｇ１錠 トラサコール錠２０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
24.10

内用薬 2123004F2011 塩酸オクスプレノロール ４０ｍｇ１錠 塩酸オクスプレノロール４０ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2123004F2127 塩酸オクスプレノロール ４０ｍｇ１錠 トラサコール錠４０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
41.20

内用薬 2123005C1030 塩酸カルテオロール ０．２％１ｇ 小児用ミケラン細粒０．２％ 大塚製薬 16.80
内用薬 2123005C2036 塩酸カルテオロール １％１ｇ ミケラン細粒１％ 大塚製薬 39.60
内用薬 2123005F1087 塩酸カルテオロール ５ｍｇ１錠 チスタロール錠 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2123005F1133 塩酸カルテオロール ５ｍｇ１錠 ベタメノール錠５ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2123005F1141 塩酸カルテオロール ５ｍｇ１錠 ミケラン錠５ｍｇ 大塚製薬 20.20
内用薬 2123005F1192 塩酸カルテオロール ５ｍｇ１錠 チオグール錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2123005F1206 塩酸カルテオロール ５ｍｇ１錠 カルテロール錠５ｍｇ メディサ新薬 後発品 6.00
内用薬 2123005F1214 塩酸カルテオロール ５ｍｇ１錠 カルノノン錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2123005F1222 塩酸カルテオロール ５ｍｇ１錠 メルカトア錠５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2123005F1230 塩酸カルテオロール ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2123005F1249 塩酸カルテオロール ５ｍｇ１錠 チスタロール錠５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2123006F1030 塩酸ブフェトロール ５ｍｇ１錠 アドビオール錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 17.40
内用薬 2123008F1021 塩酸プロプラノロール １０ｍｇ１錠 局 アイデイトロール１０ 鶴原製薬 後発品 6.30
内用薬 2123008F1048 塩酸プロプラノロール １０ｍｇ１錠 局 インデラル錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 16.00
内用薬 2123008F1218 塩酸プロプラノロール １０ｍｇ１錠 局 メントリース錠１０ ニプロジェネファ 後発品 6.30
内用薬 2123008F1234 塩酸プロプラノロール １０ｍｇ１錠 局 ヘルツベース錠１０ｍｇ 日医工 後発品 6.30
内用薬 2123008F1242 塩酸プロプラノロール １０ｍｇ１錠 局 ソラシロール錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 2123008F1250 塩酸プロプラノロール １０ｍｇ１錠 局 アイデイトロール錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.30
内用薬 2123008F2010 塩酸プロプラノロール ２０ｍｇ１錠 局 塩酸プロプラノロール錠 後発品 6.30
内用薬 2123008F2044 塩酸プロプラノロール ２０ｍｇ１錠 局 インデラル錠２０ｍｇ 大日本住友製薬 30.70
内用薬 2123009F1123 ピンドロール １ｍｇ１錠 ピンドロール錠１ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2123009F3096 ピンドロール ５ｍｇ１錠 カルビスケン錠５ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
19.10

内用薬 2123009F3142 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ケイビスケン錠 三恵薬品 後発品 5.60
内用薬 2123009F3240 ピンドロール ５ｍｇ１錠 バルサミジン錠５ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2123009F3541 ピンドロール ５ｍｇ１錠 レットリット錠 寿製薬 後発品 5.70
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 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 2123009F3576 ピンドロール ５ｍｇ１錠 オスノン錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2123009F3584 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2123009F3592 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「テイコク」 日医工ファーマ 後発品 5.70
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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2123009F3622 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ビリンガル錠５ｍｇ イセイ 後発品 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 後発品 5.70
内用薬 2123011F1015 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール２５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2123011F1155 アテノロール ２５ｍｇ１錠 テノーミン錠２５ 大日本住友製薬 61.20
内用薬 2123011F2011 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール５０ｍｇ錠 後発品 6.80
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 後発品 28.70
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 後発品 28.70
内用薬 2123011F2437 アテノロール ５０ｍｇ１錠 テノーミン錠５０ 大日本住友製薬 103.30
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 後発品 60.50

内用薬 2123014F1027 塩酸アロチノロール ５ｍｇ１錠 アルマール錠５ 大日本住友製薬 33.30
内用薬 2123014F1035 塩酸アロチノロール ５ｍｇ１錠 セオノマール錠５ 長生堂製薬 後発品 8.60
内用薬 2123014F2023 塩酸アロチノロール １０ｍｇ１錠 アルマール錠１０ 大日本住友製薬 53.50
内用薬 2123014F2031 塩酸アロチノロール １０ｍｇ１錠 アストニール錠１０ 大洋薬品工業 後発品 14.10
内用薬 2123014F2040 塩酸アロチノロール １０ｍｇ１錠 アセメール錠１０ メディサ新薬 後発品 14.10
内用薬 2123014F2058 塩酸アロチノロール １０ｍｇ１錠 アナシロール錠１０ 日本ジェネリック 後発品 11.80
内用薬 2123014F2074 塩酸アロチノロール １０ｍｇ１錠 アロチノイル錠１０ 大正薬品工業 後発品 11.80
内用薬 2123014F2120 塩酸アロチノロール １０ｍｇ１錠 セオノマール錠１０ 長生堂製薬 後発品 12.90
内用薬 2123014F2155 塩酸アロチノロール １０ｍｇ１錠 塩酸アロチノロール錠１０ｍｇ「ＫＯ

ＢＡ」
日医工 後発品 14.10

内用薬 2123014F2163 塩酸アロチノロール １０ｍｇ１錠 アロチノン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 11.80
内用薬 2123014F2180 塩酸アロチノロール １０ｍｇ１錠 アロチノイル錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 11.80
内用薬 2123015F1013 ナドロール ３０ｍｇ１錠 ナドロール３０ｍｇ錠 後発品 10.10
内用薬 2123015F1021 ナドロール ３０ｍｇ１錠 ナディック錠３０ｍｇ 大日本住友製薬 62.40
内用薬 2123015F2028 ナドロール ６０ｍｇ１錠 ナディック錠６０ｍｇ 大日本住友製薬 101.80
内用薬 2123016F1018 フマル酸ビソプロロール ２．５ｍｇ１錠 局 フマル酸ビソプロロール錠 後発品 9.60
内用薬 2123016F1026 フマル酸ビソプロロール ２．５ｍｇ１錠 局 メインテート錠２．５ 田辺三菱製薬 80.70
内用薬 2123016F1042 フマル酸ビソプロロール ２．５ｍｇ１錠 局 メイントーワ錠２．５ 東和薬品 後発品 34.80
内用薬 2123016F1050 フマル酸ビソプロロール ２．５ｍｇ１錠 局 ウェルビー錠２．５ｍｇ サンド 後発品 17.10
内用薬 2123016F1069 フマル酸ビソプロロール ２．５ｍｇ１錠 局 メインハーツ錠２．５ 日医工 後発品 20.90
内用薬 2123016F2014 フマル酸ビソプロロール ５ｍｇ１錠 局 フマル酸ビソプロロール錠 後発品 16.20
内用薬 2123016F2022 フマル酸ビソプロロール ５ｍｇ１錠 局 メインテート錠５ 田辺三菱製薬 140.60
内用薬 2123016F2065 フマル酸ビソプロロール ５ｍｇ１錠 局 メイントーワ錠５ 東和薬品 後発品 65.10
内用薬 2123016F2103 フマル酸ビソプロロール ５ｍｇ１錠 局 ウェルビー錠５ｍｇ サンド 後発品 28.40
内用薬 2123016F2111 フマル酸ビソプロロール ５ｍｇ１錠 局 メインハーツ錠５ 日医工 後発品 28.40
内用薬 2129001F1015 アジマリン ５０ｍｇ１錠 局 アジマリン錠 9.60
内用薬 2129002M1027 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ノルペース５０ｍｇ ファイザー 後発品 17.30
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 後発品 7.90
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内用薬 2129002M1060 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル リスモダンカプセル５０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

35.30

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 後発品 7.90
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 後発品 17.30
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 後発品 17.30
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「Ｎ

Ｐ」
ニプロファーマ 後発品 10.70

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 後発品 9.40
内用薬 2129002M2066 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ノルペース１００ｍｇ ファイザー 後発品 25.00
内用薬 2129002M2139 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル リスモダンカプセル１００ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
57.10

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 後発品 25.00
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 後発品 11.70
内用薬 2129002M2201 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル リゾラミドカプセル１００ｍｇ シー・エイチ・

オー新薬
後発品 11.70

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 後発品 25.00
内用薬 2129003F1022 塩酸メキシレチン ５０ｍｇ１錠 メキシレート錠５０ アイロム製薬 後発品 18.50
内用薬 2129003F1030 塩酸メキシレチン ５０ｍｇ１錠 トイ錠５０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.20

内用薬 2129003F2029 塩酸メキシレチン １００ｍｇ１錠 メキシレート錠１００ アイロム製薬 後発品 33.80
内用薬 2129003F2037 塩酸メキシレチン １００ｍｇ１錠 トイ錠１００ キョーリンリメ

ディオ
後発品 8.70

内用薬 2129003M1013 塩酸メキシレチン ５０ｍｇ１カプセル 塩酸メキシレチン５０ｍｇカプセル 後発品 6.20
内用薬 2129003M1021 塩酸メキシレチン ５０ｍｇ１カプセル メキシチールカプセル５０ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
34.00

内用薬 2129003M1056 塩酸メキシレチン ５０ｍｇ１カプセル メキシバールカプセル５０ 日医工 後発品 7.00
内用薬 2129003M1064 塩酸メキシレチン ５０ｍｇ１カプセル メキラチンカプセル５０ 大原薬品工業 後発品 8.20
内用薬 2129003M1099 塩酸メキシレチン ５０ｍｇ１カプセル メルデストカプセル５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 7.20
内用薬 2129003M1110 塩酸メキシレチン ５０ｍｇ１カプセル メレートカプセル５０ メディサ新薬 後発品 8.20
内用薬 2129003M1129 塩酸メキシレチン ５０ｍｇ１カプセル モバレーンカプセル５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 7.20
内用薬 2129003M2010 塩酸メキシレチン １００ｍｇ１カプセル 塩酸メキシレチン１００ｍｇカプセル 後発品 9.30
内用薬 2129003M2028 塩酸メキシレチン １００ｍｇ１カプセル メキシチールカプセル１００ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
56.20

内用薬 2129003M2079 塩酸メキシレチン １００ｍｇ１カプセル メキシバールカプセル１００ 日医工 後発品 14.50
内用薬 2129003M2117 塩酸メキシレチン １００ｍｇ１カプセル メルデストカプセル１００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 11.80
内用薬 2129003M2133 塩酸メキシレチン １００ｍｇ１カプセル メレートカプセル１００ メディサ新薬 後発品 16.00
内用薬 2129004M1026 塩酸アプリンジン １０ｍｇ１カプセル アスペノンカプセル１０ バイエル薬品 54.70
内用薬 2129004M1042 塩酸アプリンジン １０ｍｇ１カプセル アプリトーンカプセル１０ ニプロファーマ 後発品 24.00
内用薬 2129004M2022 塩酸アプリンジン ２０ｍｇ１カプセル アスペノンカプセル２０ バイエル薬品 90.20
内用薬 2129004M2049 塩酸アプリンジン ２０ｍｇ１カプセル アプリトーンカプセル２０ ニプロファーマ 後発品 38.10
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 後発品 16.30
内用薬 2129005F1056 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ノルペースＣＲ錠 ファイザー 後発品 54.30
内用薬 2129005F1129 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
89.60

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 後発品 24.40
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１５０ｍ

ｇ「日医工」
ダイト 後発品 24.40

内用薬 2129005F1161 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ファンミルＲ錠１５０ｍｇ 東和薬品 後発品 18.50
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 後発品 54.30
内用薬 2129006F1026 塩酸プロパフェノン １５０ｍｇ１錠 プロノン錠１５０ｍｇ アステラス製薬 85.80
内用薬 2129006F1034 塩酸プロパフェノン １５０ｍｇ１錠 ソビラール錠１５０ 大原薬品工業 後発品 25.50
内用薬 2129006F2022 塩酸プロパフェノン １００ｍｇ１錠 プロノン錠１００ｍｇ アステラス製薬 66.30
内用薬 2129007F1020 コハク酸シベンゾリン ５０ｍｇ１錠 局 シベノール錠５０ｍｇ アステラス製薬 40.30
内用薬 2129007F1039 コハク酸シベンゾリン ５０ｍｇ１錠 局 シノベジール錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 26.40
内用薬 2129007F1047 コハク酸シベンゾリン ５０ｍｇ１錠 局 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 26.40

内用薬 2129007F1055 コハク酸シベンゾリン 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 後発品 26.40

内用薬 2129007F2027 コハク酸シベンゾリン １００ｍｇ１錠 局 シベノール錠１００ｍｇ アステラス製薬 66.10
内用薬 2129007F2035 コハク酸シベンゾリン １００ｍｇ１錠 局 シノベジール錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 43.60
内用薬 2129007F2043 コハク酸シベンゾリン １００ｍｇ１錠 局 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 41.70

内用薬 2129007F2051 コハク酸シベンゾリン 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 後発品 47.30

内用薬 2129008F1025 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１錠 ピルジカイニド塩酸塩錠２５ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 32.70

内用薬 2129008F2021 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１錠 ピルジカイニド塩酸塩錠５０ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 51.30

内用薬 2129008M1024 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル サンリズムカプセル２５ｍｇ アスビオファーマ 54.50
内用薬 2129008M1040 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル リズムコートカプセル２５ｍｇ 東和薬品 後発品 30.50
内用薬 2129008M1059 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル アリスリズムカプセル２５ 沢井製薬 後発品 33.00
内用薬 2129008M1067 塩酸ピルジカイニド 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 後発品 37.60

内用薬 2129008M1075 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル タツピルジンカプセル２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 26.40
内用薬 2129008M1083 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル ピルジニックカプセル２５ 日医工 後発品 30.50
内用薬 2129008M1091 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル リズムサットカプセル２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 28.20
内用薬 2129008M1105 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍ

ｇ「タナベ」
田辺三菱製薬 後発品 28.20

内用薬 2129008M2020 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル サンリズムカプセル５０ｍｇ アスビオファーマ 92.10
内用薬 2129008M2055 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル リズムコートカプセル５０ｍｇ 東和薬品 後発品 55.60
内用薬 2129008M2063 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル アリスリズムカプセル５０ 沢井製薬 後発品 59.50
内用薬 2129008M2071 塩酸ピルジカイニド 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 後発品 59.50

内用薬 2129008M2080 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル タツピルジンカプセル５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 45.50
内用薬 2129008M2098 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル ピルジニックカプセル５０ 日医工 後発品 52.40
内用薬 2129008M2101 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル リズムサットカプセル５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 42.10
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内用薬 2129008M2110 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍ
ｇ「タナベ」

田辺三菱製薬 後発品 45.50

内用薬 2129009F1020 酢酸フレカイニド ５０ｍｇ１錠 タンボコール錠５０ｍｇ エーザイ 88.10
内用薬 2129009F2026 酢酸フレカイニド １００ｍｇ１錠 タンボコール錠１００ｍｇ エーザイ 149.20
内用薬 2129010F1022 塩酸アミオダロン １００ｍｇ１錠 アンカロン錠１００ サノフィ・アベン

ティス
407.70

内用薬 2129010F1030 塩酸アミオダロン １００ｍｇ１錠 アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

メディサ新薬 後発品 261.20

内用薬 2129010F1049 塩酸アミオダロン １００ｍｇ１錠 アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 206.90

内用薬 2129011F1035 塩酸ベプリジル ５０ｍｇ１錠 ベプリコール錠５０ｍｇ シェリング・プラ
ウ

80.50

内用薬 2129011F2031 塩酸ベプリジル １００ｍｇ１錠 ベプリコール錠１００ｍｇ シェリング・プラ
ウ

149.10

内用薬 2129012M1020 塩酸ピルメノール ５０ｍｇ１カプセル ピメノールカプセル５０ｍｇ ファイザー 89.80
内用薬 2129012M2027 塩酸ピルメノール １００ｍｇ１カプセル ピメノールカプセル１００ｍｇ ファイザー 150.30
内用薬 2129013F1026 塩酸ソタロール ４０ｍｇ１錠 ソタコール錠４０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
155.90

内用薬 2129013F2022 塩酸ソタロール ８０ｍｇ１錠 ソタコール錠８０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

291.90

内用薬 2132003F1257 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 フルイトラン錠２ｍｇ 塩野義製薬 9.60
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 後発品 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「Ｙ

Ｄ」
陽進堂 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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「Ｎ

Ｐ」
ニプロファーマ 後発品 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「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 6.10
内用薬 2132003F3039 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 局 フルイトラン錠１ｍｇ 塩野義製薬 9.60
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 後発品 5.60
内用薬 2132006F1048 ベンチルヒドロクロロチ

アジド
４ｍｇ１錠 ベハイド錠４ｍｇ 杏林製薬 5.40

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 後発品 17.00
内用薬 2133001C1097 スピロノラクトン １０％１ｇ アルダクトンＡ細粒１０％ ファイザー 99.00
内用薬 2133001F1085 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 アルマトール錠 長生堂製薬 後発品 16.00
内用薬 2133001F1166 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピラクトン錠「三恵」 三恵薬品 後発品 5.60
内用薬 2133001F1395 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ヨウラクトン錠２５ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2133001F1409 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ラクデーン 鶴原製薬 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2133001F1468 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 アレキサン錠２５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 5.60
内用薬 2133001F1476 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2133001F1484 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ノイダブル錠２５ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2133001F1506 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ラッカルミン錠２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2133001F1522 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ファイザー 23.40
内用薬 2133001F1530 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 メルラクトン錠２５ｍｇ 小林化工 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2133001F1557 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 アルマトール錠２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 16.00
内用薬 2133001F1565 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピラクトン錠２５ｍｇ「三恵」 三恵薬品 後発品 5.60
内用薬 2133001F1573 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ラクデーン錠２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2133001F2014 スピロノラクトン ５０ｍｇ１錠 スピロノラクトン５０ｍｇ錠 後発品 6.30
内用薬 2133001F2057 スピロノラクトン ５０ｍｇ１錠 アルダクトンＡ錠５０ｍｇ ファイザー 48.90
内用薬 2133002D1020 トリアムテレン ３３．３３％１ｇ ジウテレン顆粒 寿製薬 22.60
内用薬 2133002F1055 トリアムテレン ３０ｍｇ１錠 ジウテレン錠 寿製薬 6.10
内用薬 2133002F1080 トリアムテレン ３０ｍｇ１錠 トリアムテレン錠「イセイ」 イセイ 5.60
内用薬 2133002F1179 トリアムテレン ３０ｍｇ１錠 ジウテレン錠３０ｍｇ 寿製薬 6.10
内用薬 2133002F1187 トリアムテレン ３０ｍｇ１錠 トリアムテレン錠３０ｍｇ「イセイ」 イセイ 5.60
内用薬 2133002M1062 トリアムテレン ５０ｍｇ１カプセル トリテレン・カプセル５０ｍｇ 京都薬品工業 11.00
内用薬 2134001X1010 アセタゾラミド １ｇ 局 アセタゾラミド 123.70
内用薬 2134002F1109 アセタゾラミド ２５０ｍｇ１錠 ダイアモックス錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 28.70
内用薬 2135001F1101 メフルシド ２５ｍｇ１錠 局 メブリード錠２５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 6.00
内用薬 2135001F1110 メフルシド ２５ｍｇ１錠 局 エスカロン錠２５ｍｇ 日医工 後発品 6.00
内用薬 2135001F1128 メフルシド ２５ｍｇ１錠 局 バイカロン錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 11.10
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 後発品 122.80
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 後発品 185.20
内用薬 2139001S1028 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソバイド 興和 5.90
内用薬 2139001S1044 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソソルビドシロップ７０％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.90

内用薬 2139001S1052 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソソルビド内用液７０％「あすか」 あすか製薬 後発品 5.90
内用薬 2139001S2024 イソソルビド ７０％３０ｍＬ１包 イソソルビド内用液７０％分包３０ｍ

Ｌ「あすか」
あすか製薬 後発品 182.00

内用薬 2139004F1040 ブメタニド １ｍｇ１錠 ルネトロン錠１ｍｇ 第一三共 25.50
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
後発品 6.70

内用薬 2139005C1064 フロセミド ４％１ｇ ラシックス細粒４％ サノフィ・アベン
ティス

17.70

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 後発品 6.00
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内用薬 2139005F1052 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 ラシックス錠２０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

9.60

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 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 2139005F2130 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フォリロント 鶴原製薬 後発品 6.30
内用薬 2139005F2342 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 ラシックス錠４０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
16.10

内用薬 2139005F2350 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 タビロン錠４０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 6.30
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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.30
内用薬 2139005F2393 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ミタ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 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 後発品 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 後発品 6.30
内用薬 2139005F2423 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 マオリード錠４０ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 2139005N1022 フロセミド ４０ｍｇ１カプセル オイテンシン サノフィ・アベン

ティス
18.60

内用薬 2139005N1057 フロセミド ４０ｍｇ１カプセル オイテンシンカプセル４０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

18.60

内用薬 2139007F1027 ピレタニド ３ｍｇ１錠 アレリックス３ｍｇ錠 サンド 14.10
内用薬 2139007F2023 ピレタニド ６ｍｇ１錠 アレリックス６ｍｇ錠 サンド 23.40
内用薬 2139008F1030 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 ダイタリック錠６０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 21.10
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
後発品 24.70

内用薬 2139008F1056 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 ダイアート錠６０ｍｇ 三和化学研究所 38.00
内用薬 2139008F2028 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 ダイアート錠３０ｍｇ 三和化学研究所 24.90
内用薬 2139009F1026 トラセミド ４ｍｇ１錠 ルプラック錠４ｍｇ 田辺三菱製薬 27.90
内用薬 2139009F2022 トラセミド ８ｍｇ１錠 ルプラック錠８ｍｇ 田辺三菱製薬 43.70
内用薬 2139010F1029 塩酸モザバプタン ３０ｍｇ１錠 フィズリン錠３０ｍｇ 大塚製薬 8,734.40
内用薬 2142003C1036 ブドララジン １０％１ｇ ブテラジン細粒１０％ 第一三共 38.10
内用薬 2142003F1024 ブドララジン ３０ｍｇ１錠 ブテラジン錠３０ｍｇ 第一三共 17.10
内用薬 2142003F2020 ブドララジン ６０ｍｇ１錠 ブテラジン錠６０ｍｇ 第一三共 28.20
内用薬 2142004B2015 塩酸ヒドララジン １０％１ｇ 局 塩酸ヒドララジン散 9.20
内用薬 2142004B2040 塩酸ヒドララジン １０％１ｇ 局 １０％アプレゾリン散「チバ」 ノバルティス

ファーマ
14.00

内用薬 2142004F1010 塩酸ヒドララジン １０ｍｇ１錠 局 塩酸ヒドララジン錠 9.20
内用薬 2142004F2017 塩酸ヒドララジン ２５ｍｇ１錠 局 塩酸ヒドララジン錠 9.60
内用薬 2142004F3013 塩酸ヒドララジン ５０ｍｇ１錠 局 塩酸ヒドララジン錠 9.60
内用薬 2143006B2011 レセルピン ０．１％１ｇ 局 レセルピン散０．１％ 8.90
内用薬 2143006F1017 レセルピン ０．１ｍｇ１錠 局 レセルピン錠 9.60
内用薬 2143006F2013 レセルピン ０．２５ｍｇ１錠 局 レセルピン錠 9.60
内用薬 2144001C1015 カプトプリル ５％１ｇ カプトプリル５％細粒 後発品 16.80
内用薬 2144001C1074 カプトプリル ５％１ｇ カプトリル細粒５％ 第一三共 113.70
内用薬 2144001F1020 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトリル錠１２．５ｍｇ 第一三共 22.50
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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.70
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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.70
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 後発品 5.60

内用薬 2144001F2018 カプトプリル ２５ｍｇ１錠 カプトプリル２５ｍｇ錠 後発品 6.40
内用薬 2144001F2026 カプトプリル ２５ｍｇ１錠 カプトリル錠２５ｍｇ 第一三共 43.40
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 後発品 16.50

内用薬 2144001N1059 カプトプリル １８．７５ｍｇ１カプ
セル

カプトリル－Ｒカプセル１８．７５ｍ
ｇ

第一三共 36.70

内用薬 2144002C1028 マレイン酸エナラプリル １％１ｇ エナラート細粒１％ 共和薬品工業 後発品 104.60
内用薬 2144002F1016 マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 局 マレイン酸エナラプリル錠 後発品 8.50
内用薬 2144002F1024 マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 局 レニベース錠２．５ 萬有製薬 41.10
内用薬 2144002F1059 マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 局 エナリン錠２．５ ダイト 後発品 11.90
内用薬 2144002F1067 マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 局 セリース錠２．５ｍｇ サンド 後発品 19.00
内用薬 2144002F1083 マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 局 レニベーゼ錠２．５ 日医工 後発品 11.90
内用薬 2144002F1091 マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 局 レニメック錠２．５ 沢井製薬 後発品 11.90
内用薬 2144002F1105 マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 局 レノペント錠２．５ メディサ新薬 後発品 9.60
内用薬 2144002F1121 マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 局 カルネート錠２．５ｍｇ 東和薬品 後発品 20.90
内用薬 2144002F1130 マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 局 ラリルドン錠２．５ｍｇ 大原薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2144002F1148 マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠２．５「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 19.00
内用薬 2144002F1172 マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ

ｇ「マイラン」
マイラン製薬 後発品 19.00

内用薬 2144002F1180 マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 局 エナリン錠２．５ｍｇ ダイト 後発品 11.90
内用薬 2144002F2012 マレイン酸エナラプリル ５ｍｇ１錠 局 マレイン酸エナラプリル錠 後発品 12.20
内用薬 2144002F2020 マレイン酸エナラプリル ５ｍｇ１錠 局 レニベース錠５ 萬有製薬 76.70
内用薬 2144002F2063 マレイン酸エナラプリル ５ｍｇ１錠 局 エナラプリル錠５ＭＥＥＫ 小林化工 後発品 24.80
内用薬 2144002F2098 マレイン酸エナラプリル ５ｍｇ１錠 局 エナリン錠５ ダイト 後発品 15.90
内用薬 2144002F2136 マレイン酸エナラプリル ５ｍｇ１錠 局 セリース錠５ｍｇ サンド 後発品 22.20
内用薬 2144002F2195 マレイン酸エナラプリル ５ｍｇ１錠 局 レニメック錠５ 沢井製薬 後発品 15.90
内用薬 2144002F2217 マレイン酸エナラプリル ５ｍｇ１錠 局 レビンベース錠５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 33.40
内用薬 2144002F2233 マレイン酸エナラプリル ５ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠５「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 22.20
内用薬 2144002F2250 マレイン酸エナラプリル ５ｍｇ１錠 局 カルネート錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 38.70
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内用薬 2144002F2276 マレイン酸エナラプリル 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 後発品 20.10

内用薬 2144002F2284 マレイン酸エナラプリル ５ｍｇ１錠 局 エナリン錠５ｍｇ ダイト 後発品 15.90
内用薬 2144002F3019 マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠 局 マレイン酸エナラプリル錠 後発品 14.50
内用薬 2144002F3027 マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠 局 レニベース錠１０ 萬有製薬 155.10
内用薬 2144002F3051 マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠 局 レニベーゼ錠１０ 日医工 後発品 39.50
内用薬 2144002F3060 マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠 局 カルネート錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 45.00
内用薬 2144002F3108 マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠１０「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 25.50
内用薬 2144002F3116 マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠 局 ザクール錠１０ ジェイドルフ製薬 後発品 19.20
内用薬 2144002F3124 マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠 局 レニメック錠１０ 沢井製薬 後発品 22.70
内用薬 2144003F1029 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 セタプリル錠１２．５ｍｇ 大日本住友製薬 22.60
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 後発品 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 後発品 8.20
内用薬 2144003F2017 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠 後発品 7.50
内用薬 2144003F2025 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セタプリル錠２５ｍｇ 大日本住友製薬 35.10
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 後発品 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 後発品 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） 後発品 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 後発品 8.90
内用薬 2144003F2157 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セボチール錠２５ メディサ新薬 後発品 9.40
内用薬 2144003F3021 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 セタプリル錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 62.60
内用薬 2144004F1023 塩酸デラプリル ７．５ｍｇ１錠 アデカット７．５ｍｇ錠 武田薬品工業 22.50
内用薬 2144004F2020 塩酸デラプリル １５ｍｇ１錠 アデカット１５ｍｇ錠 武田薬品工業 37.80
内用薬 2144004F3026 塩酸デラプリル ３０ｍｇ１錠 アデカット３０ｍｇ錠 武田薬品工業 65.30
内用薬 2144005F1028 シラザプリル ０．２５ｍｇ１錠 局 インヒベース錠０．２５ 中外製薬 24.00
内用薬 2144005F2024 シラザプリル ０．５ｍｇ１錠 局 インヒベース錠０．５ 中外製薬 39.50
内用薬 2144005F2032 シラザプリル ０．５ｍｇ１錠 局 シラザベース錠０．５ｍｇ 東和薬品 後発品 24.90
内用薬 2144005F3020 シラザプリル １ｍｇ１錠 局 インヒベース錠１ 中外製薬 60.10
内用薬 2144005F3039 シラザプリル １ｍｇ１錠 局 インヒロック錠１ メディサ新薬 後発品 39.10
内用薬 2144005F3047 シラザプリル １ｍｇ１錠 局 シラザベース錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 31.50
内用薬 2144006F1022 リシノプリル ５ｍｇ１錠 局 ゼストリル錠５ アストラゼネカ 36.90
内用薬 2144006F1030 リシノプリル ５ｍｇ１錠 局 ロンゲス錠５ｍｇ 塩野義製薬 42.70
内用薬 2144006F1049 リシノプリル ５ｍｇ１錠 局 アスラーン錠５ｍｇ 大原薬品工業 後発品 12.20
内用薬 2144006F1057 リシノプリル ５ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.80
内用薬 2144006F1065 リシノプリル ５ｍｇ１錠 局 ロコプール錠５ 沢井製薬 後発品 19.20
内用薬 2144006F1073 リシノプリル ５ｍｇ１錠 局 ロンゲリール錠５ｍｇ 日医工 後発品 13.70
内用薬 2144006F2010 リシノプリル １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠 後発品 11.60
内用薬 2144006F2029 リシノプリル １０ｍｇ１錠 局 ゼストリル錠１０ アストラゼネカ 59.20
内用薬 2144006F2037 リシノプリル １０ｍｇ１錠 局 ロンゲス錠１０ｍｇ 塩野義製薬 73.50
内用薬 2144006F2045 リシノプリル １０ｍｇ１錠 局 アスラーン錠１０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 15.30
内用薬 2144006F2070 リシノプリル １０ｍｇ１錠 局 ロコプール錠１０ 沢井製薬 後発品 24.30
内用薬 2144006F2088 リシノプリル １０ｍｇ１錠 局 ロンゲリール錠１０ 日医工 後発品 17.10
内用薬 2144006F2118 リシノプリル １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 18.90
内用薬 2144006F2126 リシノプリル １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 24.30
内用薬 2144006F3025 リシノプリル ２０ｍｇ１錠 局 ゼストリル錠２０ アストラゼネカ 132.90
内用薬 2144006F3033 リシノプリル ２０ｍｇ１錠 局 ロンゲス錠２０ｍｇ 塩野義製薬 145.80
内用薬 2144006F3041 リシノプリル ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 24.70
内用薬 2144006F3050 リシノプリル ２０ｍｇ１錠 局 ロコプール錠２０ 沢井製薬 後発品 30.00
内用薬 2144006F3068 リシノプリル ２０ｍｇ１錠 局 ロンゲリール錠２０ｍｇ 日医工 後発品 21.60
内用薬 2144007F1027 塩酸ベナゼプリル ２．５ｍｇ１錠 チバセン錠２．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
44.40

内用薬 2144007F1035 塩酸ベナゼプリル ２．５ｍｇ１錠 タツジピン錠２．５ｍｇ 辰巳化学 後発品 12.70
内用薬 2144007F2023 塩酸ベナゼプリル ５ｍｇ１錠 チバセン錠５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
61.50

内用薬 2144007F2031 塩酸ベナゼプリル ５ｍｇ１錠 ベナゼップ錠５ 沢井製薬 後発品 31.00
内用薬 2144007F2040 塩酸ベナゼプリル ５ｍｇ１錠 タツジピン錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 20.20
内用薬 2144007F3020 塩酸ベナゼプリル １０ｍｇ１錠 チバセン錠１０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
132.40

内用薬 2144007F3038 塩酸ベナゼプリル １０ｍｇ１錠 タツジピン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 46.60
内用薬 2144008F1021 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 タナトリル錠２．５ 田辺三菱製薬 41.70
内用薬 2144008F1048 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｅ

Ｐ」
エッセンシャル
ファーマ

後発品 25.90

内用薬 2144008F1056 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 24.30

内用薬 2144008F1064 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 20.00

内用薬 2144008F1072 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 23.20

内用薬 2144008F1080 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 24.30

内用薬 2144008F1099 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 24.30

内用薬 2144008F1102 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｐ
Ｈ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 24.30

内用薬 2144008F1110 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 23.20

内用薬 2144008F1129 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ガ
レン」

日医工ファーマ 後発品 20.00

内用薬 2144008F1137 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ケ
ミファ」

メディサ新薬 後発品 25.90

内用薬 2144008F1145 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 24.30

内用薬 2144008F1153 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 24.30
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内用薬 2144008F1161 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 23.20

内用薬 2144008F1170 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 23.20

内用薬 2144008F2028 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 タナトリル錠５ 田辺三菱製薬 69.20
内用薬 2144008F2044 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＰ」 エッセンシャル

ファーマ
後発品 52.60

内用薬 2144008F2052 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 46.40
内用薬 2144008F2060 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 38.00

内用薬 2144008F2079 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 46.40
内用薬 2144008F2087 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 42.50

内用薬 2144008F2095 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 46.40

内用薬 2144008F2109 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 40.40

内用薬 2144008F2117 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 40.40
内用薬 2144008F2125 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ガレ

ン」
日医工ファーマ 後発品 40.40

内用薬 2144008F2133 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

メディサ新薬 後発品 47.50

内用薬 2144008F2141 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 47.50
内用薬 2144008F2150 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 46.40

内用薬 2144008F2168 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 46.40
内用薬 2144008F2176 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 44.00

内用薬 2144008F3024 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 タナトリル錠１０ 田辺三菱製薬 143.20
内用薬 2144008F3040 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｅ

Ｐ」
エッセンシャル
ファーマ

後発品 107.90

内用薬 2144008F3059 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 97.00
内用薬 2144008F3067 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 71.20

内用薬 2144008F3075 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 97.00

内用薬 2144008F3083 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 83.80

内用薬 2144008F3091 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 92.90

内用薬 2144008F3105 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｐ
Ｈ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 107.90

内用薬 2144008F3113 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 71.20
内用薬 2144008F3121 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ガレ

ン」
日医工ファーマ 後発品 71.20

内用薬 2144008F3130 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

メディサ新薬 後発品 92.90

内用薬 2144008F3148 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 97.00

内用薬 2144008F3156 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 97.00

内用薬 2144008F3164 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 97.00

内用薬 2144008F3172 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 86.50

内用薬 2144009F1026 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 エースコール錠１ｍｇ 第一三共 43.50
内用薬 2144009F1034 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＢＭ

Ｄ」
ビオメディクス 後発品 22.20

内用薬 2144009F1042 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 29.50
内用薬 2144009F1050 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 22.20
内用薬 2144009F1069 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 27.60
内用薬 2144009F1077 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 22.20
内用薬 2144009F1085 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 27.60

内用薬 2144009F1093 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 27.60
内用薬 2144009F1107 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 27.60

内用薬 2144009F1115 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 22.20
内用薬 2144009F1123 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 29.50

内用薬 2144009F1131 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「タカ
タ」

ダイト 後発品 22.20
内用薬 2144009F1140 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 27.60

内用薬 2144009F1158 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 22.20
内用薬 2144009F1166 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＫＴ

Ｂ」
寿製薬 後発品 25.80

内用薬 2144009F1174 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 25.80
内用薬 2144009F2022 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 エースコール錠２ｍｇ 第一三共 77.80
内用薬 2144009F2030 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＢＭ

Ｄ」
ビオメディクス 後発品 50.70

内用薬 2144009F2049 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 58.70
内用薬 2144009F2057 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 50.70
内用薬 2144009F2065 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 54.90
内用薬 2144009F2073 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 58.70
内用薬 2144009F2081 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 47.30

内用薬 2144009F2090 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 50.70
内用薬 2144009F2103 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 53.10

内用薬 2144009F2111 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 47.30
内用薬 2144009F2120 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 54.90

内用薬 2144009F2138 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「タカ
タ」

ダイト 後発品 50.70
内用薬 2144009F2146 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 54.90

内用薬 2144009F2154 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 47.30
内用薬 2144009F2162 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＫＴ

Ｂ」
寿製薬 後発品 53.10

内用薬 2144009F2170 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 53.10
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内用薬 2144009F3029 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 エースコール錠４ｍｇ 第一三共 158.00
内用薬 2144009F3037 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＢＭ

Ｄ」
ビオメディクス 後発品 93.00

内用薬 2144009F3045 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 113.50
内用薬 2144009F3053 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 113.50
内用薬 2144009F3061 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 93.00
内用薬 2144009F3070 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 113.50
内用薬 2144009F3088 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 93.00

内用薬 2144009F3096 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 104.80
内用薬 2144009F3100 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 113.50

内用薬 2144009F3118 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 93.00
内用薬 2144009F3126 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 104.80

内用薬 2144009F3134 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「タカ
タ」

ダイト 後発品 93.00
内用薬 2144009F3142 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 113.50

内用薬 2144009F3150 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 104.80
内用薬 2144009F3169 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＫＴ

Ｂ」
寿製薬 後発品 104.80

内用薬 2144009F3177 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 104.80
内用薬 2144010F1029 塩酸キナプリル ５ｍｇ１錠 コナン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 36.60
内用薬 2144010F2025 塩酸キナプリル １０ｍｇ１錠 コナン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 57.30
内用薬 2144010F3021 塩酸キナプリル ２０ｍｇ１錠 コナン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 117.00
内用薬 2144011F1023 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 オドリック錠０．５ｍｇ 日本新薬 39.80
内用薬 2144011F1031 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 プレラン０．５ｍｇ錠 サノフィ・アベン

ティス
39.80

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「ＯＨ
ＡＲＡ」

大原薬品工業 後発品 16.60

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 後発品 27.60
内用薬 2144011F1066 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 プレドリック錠０．５ メディサ新薬 後発品 27.60
内用薬 2144011F2020 トランドラプリル １ｍｇ１錠 オドリック錠１ｍｇ 日本新薬 71.90
内用薬 2144011F2038 トランドラプリル １ｍｇ１錠 プレラン１ｍｇ錠 サノフィ・アベン

ティス
71.90

内用薬 2144011F2046 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「ＯＨＡＲ
Ａ」

大原薬品工業 後発品 22.40

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 後発品 36.40
内用薬 2144011F2062 トランドラプリル １ｍｇ１錠 プレドリック錠１ メディサ新薬 後発品 36.40
内用薬 2144012F1028 ペリンドプリルエルブミ

ン
２ｍｇ１錠 コバシル錠２ｍｇ 協和発酵キリン 79.40

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 メディサ新薬 後発品 46.80
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 後発品 46.80

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 後発品 46.80
内用薬 2144012F2024 ペリンドプリルエルブミ

ン
４ｍｇ１錠 コバシル錠４ｍｇ 協和発酵キリン 144.50

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 メディサ新薬 後発品 83.00
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 後発品 83.00

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 後発品 78.70
内用薬 2145001F1019 メチルドパ １２５ｍｇ１錠 局 メチルドパ錠 9.60
内用薬 2145001F2015 メチルドパ ２５０ｍｇ１錠 局 メチルドパ錠 9.60
内用薬 2145001F3011 メチルドパ ５００ｍｇ１錠 局 メチルドパ錠 14.90
内用薬 2149001F1034 塩酸クロニジン ０．０７５ｍｇ１錠 カタプレス錠７５μｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
6.10

内用薬 2149001F2065 塩酸クロニジン ０．１５ｍｇ１錠 カタプレス錠１５０μｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

10.00

内用薬 2149002F1063 塩酸プラゾシン ０．５ｍｇ１錠 ダウナット錠０．５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.40
内用薬 2149002F1128 塩酸プラゾシン ０．５ｍｇ１錠 ミニプレス錠０．５ｍｇ ファイザー 8.10
内用薬 2149002F2027 塩酸プラゾシン １ｍｇ１錠 イセプレス錠 イセイ 後発品 5.60
内用薬 2149002F2094 塩酸プラゾシン １ｍｇ１錠 ダウナット錠１ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2149002F2159 塩酸プラゾシン １ｍｇ１錠 ミニプレス錠１ｍｇ ファイザー 14.50
内用薬 2149003F1173 メチクラン １５０ｍｇ１錠 アレステン錠１５０ｍｇ 日本新薬 19.70
内用薬 2149003F1181 メチクラン １５０ｍｇ１錠 メチクラン錠１５０「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 7.00
内用薬 2149007F1023 トリパミド １５ｍｇ１錠 ノルモナール錠１５ｍｇ エーザイ 16.80
内用薬 2149009F1030 塩酸ラベタロール ５０ｍｇ１錠 局 トランデート錠５０ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
18.60

内用薬 2149009F1049 塩酸ラベタロール ５０ｍｇ１錠 局 アスクール錠５０ 東和薬品 後発品 6.10
内用薬 2149009F1073 塩酸ラベタロール ５０ｍｇ１錠 局 レスポリート錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.10
内用薬 2149009F2037 塩酸ラベタロール １００ｍｇ１錠 局 トランデート錠１００ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
34.70

内用薬 2149009F2045 塩酸ラベタロール １００ｍｇ１錠 局 アスクール錠１００ 東和薬品 後発品 9.60
内用薬 2149009F2061 塩酸ラベタロール １００ｍｇ１錠 局 レスポリート錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 11.00
内用薬 2149010F1025 酒石酸メトプロロール ２０ｍｇ１錠 局 セロケン錠２０ｍｇ アストラゼネカ 16.70
内用薬 2149010F1033 酒石酸メトプロロール ２０ｍｇ１錠 局 ロプレソール錠２０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
16.70

内用薬 2149010F1050 酒石酸メトプロロール ２０ｍｇ１錠 局 シプセロン錠２０ 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 2149010F1084 酒石酸メトプロロール ２０ｍｇ１錠 局 メトプリック錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2149010F1092 酒石酸メトプロロール ２０ｍｇ１錠 局 メルコモン錠２０ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.30
内用薬 2149010F1114 酒石酸メトプロロール ２０ｍｇ１錠 局 セレクナート錠２０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 6.30
内用薬 2149010F1122 酒石酸メトプロロール ２０ｍｇ１錠 局 メデピン錠２０ 沢井製薬 後発品 7.30
内用薬 2149010F2048 酒石酸メトプロロール ４０ｍｇ１錠 局 セロケン錠４０ｍｇ アストラゼネカ 28.00
内用薬 2149010F2064 酒石酸メトプロロール ４０ｍｇ１錠 局 メデピン錠４０ 沢井製薬 後発品 7.40
内用薬 2149010F2072 酒石酸メトプロロール ４０ｍｇ１錠 局 ロプレソール錠４０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
28.00

内用薬 2149010F2110 酒石酸メトプロロール ４０ｍｇ１錠 局 シプセロン錠４０ 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 2149010F2153 酒石酸メトプロロール ４０ｍｇ１錠 局 メトプリック錠４０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2149010F2170 酒石酸メトプロロール ４０ｍｇ１錠 局 セレクナート錠４０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 6.30
内用薬 2149010F2200 酒石酸メトプロロール ４０ｍｇ１錠 局 ゼグミューラー錠４０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.30
内用薬 2149010G1047 酒石酸メトプロロール １２０ｍｇ１錠 セロケンＬ錠１２０ｍｇ アストラゼネカ 131.40
内用薬 2149010G1055 酒石酸メトプロロール １２０ｍｇ１錠 ロプレソールＳＲ錠１２０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
133.70
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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 塩野義製薬 後発品 29.60
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 塩野義製薬 後発品 71.80
内用薬 2149012F1024 インダパミド １ｍｇ１錠 テナキシル錠１ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
13.00

内用薬 2149012F1059 インダパミド １ｍｇ１錠 局 ナトリックス錠１ 京都薬品工業 12.70
内用薬 2149012F2020 インダパミド ２ｍｇ１錠 局 ナトリックス錠２ 京都薬品工業 24.00
内用薬 2149012F2039 インダパミド ２ｍｇ１錠 テナキシル錠２ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
25.50

内用薬 2149014M1049 塩酸プロプラノロール ６０ｍｇ１カプセル インデラルＬＡカプセル６０ｍｇ 大日本住友製薬 95.70
内用薬 2149014M1057 塩酸プロプラノロール ６０ｍｇ１カプセル サワタールＬＡカプセル６０ｍｇ 沢井製薬 後発品 40.00
内用薬 2149015C1021 塩酸ブナゾシン ０．５％１ｇ デタントール細粒０．５％ エーザイ 126.10
内用薬 2149015F1028 塩酸ブナゾシン ０．５ｍｇ１錠 デタントール錠０．５ｍｇ エーザイ 14.50
内用薬 2149015F2024 塩酸ブナゾシン １ｍｇ１錠 デタントール錠１ｍｇ エーザイ 26.00
内用薬 2149015F3020 塩酸ブナゾシン ３ｍｇ１錠 デタントール錠３ｍｇ エーザイ 78.50
内用薬 2149015G1023 塩酸ブナゾシン ３ｍｇ１錠 デタントールＲ錠３ｍｇ エーザイ 50.60
内用薬 2149015G2020 塩酸ブナゾシン ６ｍｇ１錠 デタントールＲ錠６ｍｇ エーザイ 96.50
内用薬 2149016F1022 硫酸ペンブトロール １０ｍｇ１錠 ベータプレシン１０ｍｇ錠 サノフィ・アベン

ティス
30.20

内用薬 2149016F2029 硫酸ペンブトロール ２０ｍｇ１錠 ベータプレシン２０ｍｇ錠 サノフィ・アベン
ティス

50.10

内用薬 2149017F1035 酢酸グアナベンズ ２ｍｇ１錠 ワイテンス錠２ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

16.90

内用薬 2149018F1021 塩酸アモスラロール １０ｍｇ１錠 局 ローガン錠１０ｍｇ アステラス製薬 28.70
内用薬 2149018F2028 塩酸アモスラロール ２０ｍｇ１錠 局 ローガン錠２０ｍｇ アステラス製薬 54.00
内用薬 2149019B1016 塩酸ニカルジピン １０％１ｇ 塩酸ニカルジピン１０％散 後発品 19.00
内用薬 2149019B1032 塩酸ニカルジピン １０％１ｇ ニコデール散１０％ バイエル薬品 97.60
内用薬 2149019B1059 塩酸ニカルジピン １０％１ｇ ペルジピン散１０％ アステラス製薬 103.30
内用薬 2149019B1075 塩酸ニカルジピン １０％１ｇ サリペックス散１０％ 日医工 後発品 27.70
内用薬 2149019F1034 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１錠 ツルセピン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2149019F1042 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１錠 ニコデール錠１０ バイエル薬品 10.90
内用薬 2149019F1050 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１錠 ニスタジール錠１０ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2149019F1069 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１錠 ペルジピン錠１０ｍｇ アステラス製薬 12.50
内用薬 2149019F1077 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１錠 サリペックス錠１０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2149019F1085 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１錠 ニカルピン錠１０ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2149019F2081 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 ツルセピン錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2149019F2111 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 ニカルピン錠２０ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2149019F2138 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 ニコデール錠２０ バイエル薬品 17.40
内用薬 2149019F2146 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 ニスタジール錠２０ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2149019F2162 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 プレアルピン錠「２０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2149019F2170 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 ペルジピン錠２０ｍｇ アステラス製薬 21.20
内用薬 2149019F2197 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 ラジストミン錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2149019F2200 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 コポネント錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2149019F2219 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 サリペックス錠２０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2149019F2227 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 ニカルジレート錠２０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 6.30
内用薬 2149019F2235 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 イセジピール錠２０ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2149019G1021 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 ラジストミンＬ錠２０ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2149019G1030 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 ニカジルスＬ錠２０ シオノケミカル 後発品 6.30
内用薬 2149019G2028 塩酸ニカルジピン ４０ｍｇ１錠 ラジストミンＬ錠４０ 大洋薬品工業 後発品 6.90
内用薬 2149019G2036 塩酸ニカルジピン ４０ｍｇ１錠 ニカジルスＬ錠４０ シオノケミカル 後発品 9.50
内用薬 2149019N1020 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１カプセル ニコデールＬＡ２０ バイエル薬品 17.50
内用薬 2149019N1144 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１カプセル アポジピンＬカプセル２０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.70
内用薬 2149019N1160 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１カプセル ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ アステラス製薬 18.90
内用薬 2149019N1179 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１カプセル サリペックスＬＡカプセル２０ｍｇ 日医工 後発品 5.70
内用薬 2149019N1187 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１カプセル ニコデールＬＡカプセル２０ｍｇ バイエル薬品 17.50
内用薬 2149019N2027 塩酸ニカルジピン ４０ｍｇ１カプセル ニコデールＬＡ４０ バイエル薬品 31.20
内用薬 2149019N2159 塩酸ニカルジピン ４０ｍｇ１カプセル アポジピンＬカプセル４０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 7.50
内用薬 2149019N2175 塩酸ニカルジピン ４０ｍｇ１カプセル ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ アステラス製薬 34.50
内用薬 2149019N2183 塩酸ニカルジピン ４０ｍｇ１カプセル サリペックスＬＡカプセル４０ｍｇ 日医工 後発品 7.50
内用薬 2149019N2191 塩酸ニカルジピン ４０ｍｇ１カプセル ニコデールＬＡカプセル４０ｍｇ バイエル薬品 31.20
内用薬 2149020N1031 ウラピジル １５ｍｇ１カプセル エブランチルカプセル１５ｍｇ 科研製薬 19.40
内用薬 2149020N2038 ウラピジル ３０ｍｇ１カプセル エブランチルカプセル３０ｍｇ 科研製薬 35.00
内用薬 2149021F1031 ニプラジロール ３ｍｇ１錠 ハイパジールコーワ錠３ 興和 41.00
内用薬 2149021F2020 ニプラジロール ６ｍｇ１錠 ハイパジールコーワ錠６ 興和 75.00
内用薬 2149022F1028 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニバジール錠２ｍｇ アステラス製薬 18.60
内用薬 2149022F1036 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニルジラート錠２ メディサ新薬 後発品 10.30
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 後発品 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 後発品 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 後発品 9.60
内用薬 2149022F2024 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニバジール錠４ｍｇ アステラス製薬 34.70
内用薬 2149022F2032 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニバディップ錠４ 日医工 後発品 17.50
内用薬 2149022F2040 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニルジラート錠４ メディサ新薬 後発品 18.40
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 後発品 15.40
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 後発品 18.40
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 後発品 15.40
内用薬 2149023F1022 塩酸テラゾシン ０．２５ｍｇ１錠 ハイトラシン錠０．２５ｍｇ アボットジャパン 12.30
内用薬 2149023F1030 塩酸テラゾシン ０．２５ｍｇ１錠 バソメット錠０．２５ｍｇ 田辺三菱製薬 12.30
内用薬 2149023F2029 塩酸テラゾシン ０．５ｍｇ１錠 ハイトラシン錠０．５ｍｇ アボットジャパン 20.70
内用薬 2149023F2037 塩酸テラゾシン ０．５ｍｇ１錠 バソメット錠０．５ｍｇ 田辺三菱製薬 20.70
内用薬 2149023F3025 塩酸テラゾシン １ｍｇ１錠 ハイトラシン錠１ｍｇ アボットジャパン 37.20
内用薬 2149023F3033 塩酸テラゾシン １ｍｇ１錠 バソメット錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 37.20
内用薬 2149023F4021 塩酸テラゾシン ２ｍｇ１錠 ハイトラシン錠２ｍｇ アボットジャパン 75.70
内用薬 2149023F4030 塩酸テラゾシン ２ｍｇ１錠 バソメット錠２ｍｇ 田辺三菱製薬 75.70
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内用薬 2149025N1034 塩酸カルテオロール １５ｍｇ１カプセル ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ 大塚製薬 78.40
内用薬 2149026F1026 メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 カルデナリン錠０．５ｍｇ ファイザー 21.80
内用薬 2149026F1034 メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 カルバドゲン錠０．５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 12.00
内用薬 2149026F1042 メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 タツゾシン錠０．５ｍｇ 辰巳化学 後発品 9.10
内用薬 2149026F1050 メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 9.40
内用薬 2149026F1069 メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠０．５「ＭＥ

ＥＫ」
小林化工 後発品 11.00

内用薬 2149026F2022 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 カルデナリン錠１ｍｇ ファイザー 35.50
内用薬 2149026F2030 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 アルフロシン錠１ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 11.10
内用薬 2149026F2049 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 カズマリン錠１ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 17.40
内用薬 2149026F2057 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 カデメシン錠１ｍｇ 沢井製薬 後発品 17.40
内用薬 2149026F2065 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 カルバドゲン錠１ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 13.80
内用薬 2149026F2073 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 カルメゾシン錠１ｍｇ 長生堂製薬 後発品 13.80
内用薬 2149026F2081 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 タツゾシン錠１ｍｇ 辰巳化学 後発品 9.10
内用薬 2149026F2090 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 ドキサゾン錠１ｍｇ 日医工 後発品 17.40
内用薬 2149026F2103 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 ドナシン錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 18.20
内用薬 2149026F2120 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠１「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 18.20

内用薬 2149026F2138 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠ＹＤ１ｍｇ 陽進堂 後発品 13.80
内用薬 2149026F2146 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 カルドナン錠１ｍｇ メディサ新薬 後発品 26.20
内用薬 2149026F2162 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 ドキサゾシンＭ錠１「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 18.20
内用薬 2149026F2170 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 11.10
内用薬 2149026F2189 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.80
内用薬 2149026F3029 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 カルデナリン錠２ｍｇ ファイザー 64.60
内用薬 2149026F3037 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 アルフロシン錠２ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 19.20
内用薬 2149026F3045 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 カズマリン錠２ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 30.20
内用薬 2149026F3053 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 カデメシン錠２ｍｇ 沢井製薬 後発品 30.20
内用薬 2149026F3061 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 カルバドゲン錠２ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 23.80
内用薬 2149026F3070 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 カルメゾシン錠２ｍｇ 長生堂製薬 後発品 22.60
内用薬 2149026F3088 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 タツゾシン錠２ｍｇ 辰巳化学 後発品 16.50
内用薬 2149026F3096 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 ドキサゾン錠２ｍｇ 日医工 後発品 31.70
内用薬 2149026F3100 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 ドナシン錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 36.60
内用薬 2149026F3126 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠２「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 38.30

内用薬 2149026F3134 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠ＹＤ２ｍｇ 陽進堂 後発品 26.80
内用薬 2149026F3142 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 カルドナン錠２ｍｇ メディサ新薬 後発品 47.00
内用薬 2149026F3169 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンＭ錠２「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 36.60
内用薬 2149026F3177 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 19.20
内用薬 2149026F3185 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 26.80
内用薬 2149026F4025 メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 カルデナリン錠４ｍｇ ファイザー 122.90
内用薬 2149026F4033 メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 カルバドゲン錠４ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 63.80
内用薬 2149026F4041 メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 タツゾシン錠４ｍｇ 辰巳化学 後発品 34.10
内用薬 2149026F4050 メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 39.30
内用薬 2149026F4068 メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠４「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 85.40

内用薬 2149027F1020 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 カルスロット錠５ 武田薬品工業 24.90
内用薬 2149027F1039 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニカロット錠５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 9.60
内用薬 2149027F1047 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 塩酸マニジピン錠５「タツミ」 辰巳化学 後発品 9.60
内用薬 2149027F1055 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 カオルトーン錠５ 日新製薬（山形） 後発品 9.90
内用薬 2149027F1063 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 カルバジン錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 12.90
内用薬 2149027F1071 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 ジムロスト錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 11.10
内用薬 2149027F1080 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 ビロスビット錠５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 11.40
内用薬 2149027F1098 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニジップ錠５ｍｇ 日医工 後発品 11.00
内用薬 2149027F1101 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2149027F1110 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニジロット錠５ｍｇ 陽進堂 後発品 10.50
内用薬 2149027F2027 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 カルスロット錠１０ 武田薬品工業 37.60
内用薬 2149027F2035 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 カオルトーン錠１０ 日新製薬（山形） 後発品 14.60
内用薬 2149027F2043 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 カルエット錠１０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 15.70

内用薬 2149027F2051 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 カルバジン錠１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 21.80
内用薬 2149027F2060 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 カンセリン錠１０ 大洋薬品工業 後発品 14.60
内用薬 2149027F2078 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 ジムロスト錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 19.30
内用薬 2149027F2086 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 ビロスビット錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 15.70
内用薬 2149027F2094 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニカロット錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 14.60
内用薬 2149027F2108 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニジップ錠１０ 日医工 後発品 16.90
内用薬 2149027F2116 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニジロット錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 16.90
内用薬 2149027F2124 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 塩酸マニジピン錠１０「タツミ」 辰巳化学 後発品 11.90
内用薬 2149027F2132 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 14.60

内用薬 2149027F3023 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 カルスロット錠２０ 武田薬品工業 73.80
内用薬 2149027F3031 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 カオルトーン錠２０ 日新製薬（山形） 後発品 24.20
内用薬 2149027F3040 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 カルエット錠２０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 34.10

内用薬 2149027F3058 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 カルバジン錠２０ｍｇ 沢井製薬 後発品 40.90
内用薬 2149027F3066 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 カンセリン錠２０ 大洋薬品工業 後発品 26.70
内用薬 2149027F3074 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 ジムロスト錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 37.90
内用薬 2149027F3082 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 ビロスビット錠２０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 26.70
内用薬 2149027F3090 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニカロット錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 26.70
内用薬 2149027F3104 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニジップ錠２０ 日医工 後発品 30.20
内用薬 2149027F3112 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニジロット錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 30.20
内用薬 2149027F3120 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 塩酸マニジピン錠２０「タツミ」 辰巳化学 後発品 16.90
内用薬 2149027F3139 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 26.70

内用薬 2149028F1033 塩酸チリソロール １０ｍｇ１錠 セレカル錠１０ 富山化学工業 92.00
内用薬 2149029F1011 塩酸セリプロロール １００ｍｇ１錠 塩酸セリプロロール１００ｍｇ錠 後発品 15.10
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内用薬 2149029F1020 塩酸セリプロロール １００ｍｇ１錠 セレクトール錠１００ｍｇ 日本新薬 76.40
内用薬 2149029F1038 塩酸セリプロロール １００ｍｇ１錠 スロンタクス錠１００ 東和薬品 後発品 20.00
内用薬 2149029F1046 塩酸セリプロロール １００ｍｇ１錠 セプロブロック錠１００ 日医工 後発品 26.90
内用薬 2149029F1062 塩酸セリプロロール １００ｍｇ１錠 セレプトロール錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 16.70
内用薬 2149029F1070 塩酸セリプロロール １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ

「タナベ」
長生堂製薬 後発品 16.70

内用薬 2149029F2018 塩酸セリプロロール ２００ｍｇ１錠 塩酸セリプロロール２００ｍｇ錠 後発品 26.20
内用薬 2149029F2026 塩酸セリプロロール ２００ｍｇ１錠 セレクトール錠２００ｍｇ 日本新薬 139.30
内用薬 2149029F2034 塩酸セリプロロール ２００ｍｇ１錠 スロンタクス錠２００ 東和薬品 後発品 34.50
内用薬 2149029F2042 塩酸セリプロロール ２００ｍｇ１錠 セプロブロック錠２００ 日医工 後発品 42.10
内用薬 2149029F2050 塩酸セリプロロール ２００ｍｇ１錠 セルトップ錠２００ 大洋薬品工業 後発品 28.40
内用薬 2149030N1027 塩酸バルニジピン ５ｍｇ１カプセル ヒポカ５ｍｇカプセル アステラス製薬 37.40
内用薬 2149030N2023 塩酸バルニジピン １０ｍｇ１カプセル ヒポカ１０ｍｇカプセル アステラス製薬 60.30
内用薬 2149030N3020 塩酸バルニジピン １５ｍｇ１カプセル ヒポカ１５ｍｇカプセル アステラス製薬 87.40
内用薬 2149031F1027 塩酸ベタキソロール ５ｍｇ１錠 ケルロング錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 75.60
内用薬 2149031F1035 塩酸ベタキソロール ５ｍｇ１錠 アロング錠５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 24.90
内用薬 2149031F1043 塩酸ベタキソロール ５ｍｇ１錠 ベタキール錠５ メディサ新薬 後発品 34.70
内用薬 2149031F1051 塩酸ベタキソロール ５ｍｇ１錠 ケフナン錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 38.10
内用薬 2149031F2023 塩酸ベタキソロール １０ｍｇ１錠 ケルロング錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 143.50
内用薬 2149031F2031 塩酸ベタキソロール １０ｍｇ１錠 タルロング錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 39.50
内用薬 2149031F2040 塩酸ベタキソロール １０ｍｇ１錠 アロング錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 36.90
内用薬 2149031F2066 塩酸ベタキソロール １０ｍｇ１錠 ベタキール錠１０ メディサ新薬 後発品 64.40
内用薬 2149031F2074 塩酸ベタキソロール １０ｍｇ１錠 ケフナン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 72.80
内用薬 2149032F1021 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アーチスト錠１０ｍｇ 第一三共 75.30
内用薬 2149032F1030 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アーチワン錠１０ 沢井製薬 後発品 37.50
内用薬 2149032F1048 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アニスト錠１０ 東和薬品 後発品 39.90
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 後発品 29.80
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 後発品 29.80
内用薬 2149032F1072 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０「タツミ」 辰巳化学 後発品 29.80
内用薬 2149032F2028 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アーチスト錠２０ｍｇ 第一三共 145.80
内用薬 2149032F2036 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アーチワン錠２０ 沢井製薬 後発品 71.40
内用薬 2149032F2044 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アニスト錠２０ 東和薬品 後発品 71.40
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 後発品 50.10
内用薬 2149032F2060 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 後発品 59.60
内用薬 2149032F2079 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０「タツミ」 辰巳化学 後発品 53.90
内用薬 2149032F3024 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 アーチスト錠１．２５ｍｇ 第一三共 19.30
内用薬 2149032F4020 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 アーチスト錠２．５ｍｇ 第一三共 32.00
内用薬 2149033F1026 マロン酸ボピンドロール ０．５ｍｇ１錠 サンドノーム錠０．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
92.70

内用薬 2149033F2022 マロン酸ボピンドロール １ｍｇ１錠 サンドノーム錠１ｍｇ ノバルティス
ファーマ

126.20

内用薬 2149034F1020 塩酸エホニジピン １０ｍｇ１錠 ランデル錠１０ 日産化学工業 22.10
内用薬 2149034F2027 塩酸エホニジピン ２０ｍｇ１錠 ランデル錠２０ 日産化学工業 38.30
内用薬 2149034F3023 塩酸エホニジピン ４０ｍｇ１錠 ランデル錠４０ 日産化学工業 71.70
内用薬 2149035F1025 フェロジピン ２．５ｍｇ１錠 スプレンジール錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 20.90
内用薬 2149035F1033 フェロジピン ２．５ｍｇ１錠 ムノバール２．５ｍｇ錠 サノフィ・アベン

ティス
20.90

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 後発品 10.30
内用薬 2149035F2021 フェロジピン ５ｍｇ１錠 スプレンジール錠５ｍｇ アストラゼネカ 35.90
内用薬 2149035F2030 フェロジピン ５ｍｇ１錠 ムノバール５ｍｇ錠 サノフィ・アベン

ティス
35.90

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 後発品 20.20
内用薬 2149036F1020 塩酸ベバントロール ２５ｍｇ１錠 カルバン錠２５ 日本ケミファ 27.10
内用薬 2149036F2026 塩酸ベバントロール ５０ｍｇ１錠 カルバン錠５０ 日本ケミファ 45.40
内用薬 2149036F3022 塩酸ベバントロール １００ｍｇ１錠 カルバン錠１００ 日本ケミファ 78.40
内用薬 2149037F1024 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シナロング錠５ ユーシービージャ

パン
35.10

内用薬 2149037F1032 シルニジピン ５ｍｇ１錠 アテレック錠５ 味の素 36.60
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 後発品 25.50
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 後発品 25.50
内用薬 2149037F2020 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シナロング錠１０ ユーシービージャ

パン
64.70

内用薬 2149037F2039 シルニジピン １０ｍｇ１錠 アテレック錠１０ 味の素 66.60
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 後発品 48.00
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 後発品 48.00
内用薬 2149038D1044 アラニジピン ２％１ｇ サプレスタ顆粒２％ 大鵬薬品工業 142.40
内用薬 2149038D1052 アラニジピン ２％１ｇ ベック顆粒２％ 日医工ファーマ 92.10
内用薬 2149038M1028 アラニジピン ５ｍｇ１カプセル サプレスタカプセル５ｍｇ 大鵬薬品工業 41.80
内用薬 2149038M1036 アラニジピン ５ｍｇ１カプセル ベックカプセル５ｍｇ 日医工ファーマ 27.90
内用薬 2149038M2024 アラニジピン １０ｍｇ１カプセル サプレスタカプセル１０ｍｇ 大鵬薬品工業 63.00
内用薬 2149038M2032 アラニジピン １０ｍｇ１カプセル ベックカプセル１０ｍｇ 日医工ファーマ 43.90
内用薬 2149039F1031 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ニューロタン錠２５ｍｇ 萬有製薬 81.70
内用薬 2149039F2038 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ニューロタン錠５０ｍｇ 萬有製薬 155.60
内用薬 2149039F3026 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ニューロタン錠１００ｍｇ 萬有製薬 234.90
内用薬 2149040F1026 カンデサルタンシレキセ

チル
２ｍｇ１錠 ブロプレス錠２ 武田薬品工業 41.50

内用薬 2149040F2022 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 ブロプレス錠４ 武田薬品工業 77.30

内用薬 2149040F3029 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 ブロプレス錠８ 武田薬品工業 150.30

内用薬 2149040F4025 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 ブロプレス錠１２ 武田薬品工業 231.90

内用薬 2149041F1020 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 ディオバン錠２０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

36.60
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内用薬 2149041F2027 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 ディオバン錠４０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

66.80

内用薬 2149041F3023 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 ディオバン錠８０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

125.30

内用薬 2149041F4020 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 ディオバン錠１６０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

243.80

内用薬 2149042F1025 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 ミカルディス錠２０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

75.30

内用薬 2149042F2021 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 ミカルディス錠４０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

142.40

内用薬 2149043F1020 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 カルブロック錠８ｍｇ 第一三共 39.70
内用薬 2149043F2026 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 カルブロック錠１６ｍｇ 第一三共 70.60
内用薬 2149044F1024 オルメサルタンメドキソ

ミル
１０ｍｇ１錠 オルメテック錠１０ｍｇ 第一三共 74.00

内用薬 2149044F2020 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメテック錠２０ｍｇ 第一三共 142.00

内用薬 2149044F3027 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 オルメテック錠５ｍｇ 第一三共 38.80

内用薬 2149045F1029 エプレレノン ２５ｍｇ１錠 セララ錠２５ｍｇ ファイザー 47.00
内用薬 2149045F2025 エプレレノン ５０ｍｇ１錠 セララ錠５０ｍｇ ファイザー 89.50
内用薬 2149045F3021 エプレレノン １００ｍｇ１錠 セララ錠１００ｍｇ ファイザー 170.70
内用薬 2149046F1023 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 アバプロ錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 74.40
内用薬 2149046F1031 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベタン錠５０ｍｇ 塩野義製薬 74.40
内用薬 2149046F2020 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 アバプロ錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 142.50
内用薬 2149046F2038 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベタン錠１００ｍｇ 塩野義製薬 142.50
内用薬 2149047F1028 アリスキレンフマル酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラジレス錠１５０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
161.80

内用薬 2149103F1023 ベンチルヒドロクロロチ
アジド・レセルピン配合

１錠 ベハイドＲＡ錠 杏林製薬 5.60

内用薬 2149103F1031 ベンチルヒドロクロロチ
アジド・レセルピン配合

１錠 ベハイドＲＡ配合錠 杏林製薬 5.60

内用薬 2149110F1023 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 プレミネント錠 萬有製薬 158.80

内用薬 2149110F1031 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 プレミネント配合錠 萬有製薬 158.80

内用薬 2149111F1028 カンデサルタンシレキセ
チル・ヒドロクロロチア

１錠 エカード配合錠ＬＤ 武田薬品工業 80.30

内用薬 2149111F2024 カンデサルタンシレキセ
チル・ヒドロクロロチア

１錠 エカード配合錠ＨＤ 武田薬品工業 154.30

内用薬 2149112F1022 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 コディオ配合錠ＭＤ ノバルティス
ファーマ

129.60

内用薬 2149112F2029 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 コディオ配合錠ＥＸ ノバルティス
ファーマ

130.60

内用薬 2149113F1027 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 ミコンビ配合錠ＡＰ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

148.80

内用薬 2149113F2023 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 ミコンビ配合錠ＢＰ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

219.80

内用薬 2160002F1028 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 メトリジン錠２ｍｇ 大正製薬 48.60
内用薬 2160002F1036 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 アバルナート錠２ 東和薬品 後発品 13.70
内用薬 2160002F1052 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 メトドリン錠２ メディサ新薬 後発品 20.60
内用薬 2160002F1060 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 ナチルジン錠２ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 13.70
内用薬 2160002F1079 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 シュプレース錠２ｍｇ 大原薬品工業 後発品 16.90
内用薬 2160002F2024 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 メトリジンＤ錠２ｍｇ 大正製薬 48.60
内用薬 2160003F1022 コハク酸スマトリプタン ５０ｍｇ１錠 イミグラン錠５０ グラクソ・スミス

クライン
927.90

内用薬 2160004F1027 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾーミッグ錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 934.10
内用薬 2160004F2023 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 934.10
内用薬 2160005F1021 臭化水素酸エレトリプタ

ン
２０ｍｇ１錠 レルパックス錠２０ｍｇ ファイザー 900.30

内用薬 2160006F1026 安息香酸リザトリプタン １０ｍｇ１錠 マクサルト錠１０ｍｇ 杏林製薬 921.90
内用薬 2160006F2022 安息香酸リザトリプタン １０ｍｇ１錠 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 杏林製薬 921.90
内用薬 2160007F1020 ナラトリプタン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アマージ錠２．５ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
896.10

内用薬 2160350F1170 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 パンエルゴット イセイ 後発品 5.60

内用薬 2160350F1269 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 ジヒデルゴット錠１ｍｇ ノバルティス
ファーマ

後発品 17.00

内用薬 2160350F1277 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 イトメット錠１ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2160350F1285 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 エルゴスパオン錠１ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60

内用薬 2160350F1307 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 ヒポラール錠１ｍｇ あすか製薬 後発品 14.70

内用薬 2160350F1315 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 パンエルゴット錠１ｍｇ イセイ 後発品 5.60

内用薬 2171005F1068 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 コメリアンコーワ錠５０ 興和 12.40
内用薬 2171005F1076 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 コロンメン錠「５０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2171005F1157 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 スプラン錠５０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2171005F1190 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 トルクシール錠 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2171005F1262 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 タンタリック錠５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2171005F1270 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171005F1289 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 スミドルミン錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 2171005F1297 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171005F1300 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 トルクシール錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2171005F2021 塩酸ジラゼプ １００ｍｇ１錠 コメリアンコーワ錠１００ 興和 20.50
内用薬 2171005F2030 塩酸ジラゼプ １００ｍｇ１錠 スプラン錠１００ｍｇ 日医工 後発品 6.70
内用薬 2171005F2099 塩酸ジラゼプ １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.70

内用薬 2171005F2102 塩酸ジラゼプ １００ｍｇ１錠 タンタリック錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.70
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内用薬 2171006F1054 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 コーレン 東邦新薬 後発品 5.60
内用薬 2171006F1062 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 コロヘルサー錠 日医工 後発品 5.60
内用薬 2171006F1089 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ジルベイト錠 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2171006F1127 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 パゼアジン錠３０ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171006F1143 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 フロッティ錠 ナガセ医薬品 後発品 5.60
内用薬 2171006F1216 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 セレスナット錠３０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171006F1224 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ヘルベッサー錠３０ 田辺三菱製薬 13.80
内用薬 2171006F1240 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 クラルート錠３０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2171006F1267 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ヨウチアゼム錠３０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2171006F1275 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「Ｚ

Ｅ」
全星薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171006F1283 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ヘマレキート錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2171006F1291 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 コロヘルサー錠３０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2171006F1305 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2171006F1313 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171006F2026 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 ヘルベッサー錠６０ 田辺三菱製薬 25.10
内用薬 2171006F2050 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 ミオカルジー錠６０ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2171006F2069 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 コロヘルサー錠６０ｍｇ 日医工 後発品 10.10
内用薬 2171006F2077 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 10.10

内用薬 2171006F2085 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 セレスナット錠６０ｍｇ 東和薬品 後発品 10.10
内用薬 2171006F2093 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 ヨウチアゼム錠６０ｍｇ 陽進堂 後発品 10.10
内用薬 2171006N1040 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル コロヘルサーＲ１００ 日医工 後発品 16.20
内用薬 2171006N1067 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル ルチアノンカプセルＲ１００ 佐藤薬品工業 後発品 24.50
内用薬 2171006N1091 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル パゼアジンＲカプセル１００ 大洋薬品工業 後発品 13.70
内用薬 2171006N1105 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ 田辺三菱製薬 49.40
内用薬 2171006N1113 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル クラルートＲカプセル１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 20.00
内用薬 2171006N1121 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル コロヘルサーＲカプセル１００ｍｇ 日医工 後発品 16.20
内用薬 2171006N1130 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１０

０ｍｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 13.70

内用薬 2171006N2039 塩酸ジルチアゼム ２００ｍｇ１カプセル ヘルベッサーＲカプセル２００ｍｇ 田辺三菱製薬 104.40
内用薬 2171007C1044 塩酸トリメタジジン １％１ｇ バスタレルＦ細粒１％ 京都薬品工業 22.80
内用薬 2171007F1091 塩酸トリメタジジン ３ｍｇ１錠 局 タックミント 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2171007F1210 塩酸トリメタジジン ３ｍｇ１錠 局 バスタレルＦ錠３ｍｇ 京都薬品工業 7.40
内用薬 2171008F1029 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ホルミトール錠 寿製薬 後発品 6.30
内用薬 2171008F1037 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 マゴチロン 鶴原製薬 後発品 6.30
内用薬 2171008F1070 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ワソラン錠４０ｍｇ エーザイ 7.10
内用薬 2171008F1088 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 6.30

内用薬 2171008F1096 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ホルミトール錠４０ｍｇ 寿製薬 後発品 6.30
内用薬 2171008F1100 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 マゴチロン錠４０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 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 後発品 28.20
内用薬 2171010C1046 ジピリダモール １２．５％１ｇ パムゼン細粒 東邦新薬 後発品 12.60
内用薬 2171010F1131 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ジピラモール錠１２．５ シー・エイチ・

オー新薬
後発品 5.00

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 後発品 6.00
内用薬 2171010F1409 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ペルサンチン錠１２．５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
6.70

内用薬 2171010F1417 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ヘルスサイド錠１２．５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.00
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 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 2171010F2090 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 カルコラ錠２５ マイラン製薬 後発品 5.40
内用薬 2171010F2111 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 コロナモール錠２５ 日医工 後発品 5.40
内用薬 2171010F2138 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 サンペル錠 三恵薬品 後発品 5.40
内用薬 2171010F2170 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピラモール錠２５ シー・エイチ・

オー新薬
後発品 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） 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.40
内用薬 2171010F2529 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ルーカス錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
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 後発品 5.40
内用薬 2171010F2553 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ペルサンチン錠２５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
9.10

内用薬 2171010F2570 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ヘルスサイド錠２５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2171010F2588 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 メトロポリン錠２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.30
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 後発品 5.60
内用薬 2171010F3053 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ペルサンチン錠１００ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
25.60

内用薬 2171010N1039 ジピリダモール １５０ｍｇ１カプセル ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

44.10

内用薬 2171011G1026 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 Ｌ－オーネスゲン錠 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2171011G1123 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 フランドル錠２０ｍｇ トーアエイヨー 17.10
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 後発品 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 後発品 5.70
内用薬 2171011G1158 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 リファタックＬ錠２０ｍｇ メディサ新薬 後発品 8.80
内用薬 2171011G1166 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「タ

イヨー」
大洋薬品工業 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2171011N1050 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル ニトロールＲカプセル２０ｍｇ エーザイ 16.80
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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 後発品 7.50
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 後発品 6.40
内用薬 2171012C1037 トラピジル １０％１ｇ ロコルナール細粒１０％ 持田製薬 29.30
内用薬 2171012F1025 トラピジル ５０ｍｇ１錠 エステリノール錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2171012F1181 トラピジル ５０ｍｇ１錠 ロコルナール錠５０ｍｇ 持田製薬 14.90
内用薬 2171012F1190 トラピジル ５０ｍｇ１錠 カルナコール錠５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 13.40
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 後発品 5.60
内用薬 2171012F2315 トラピジル １００ｍｇ１錠 ロコルナール錠１００ｍｇ 持田製薬 27.80
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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2171012F2374 トラピジル １００ｍｇ１錠 ペルカラート錠１００ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2171013K1010 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 局 ニトログリセリン錠 16.10
内用薬 2171014C1044 ニフェジピン １％１ｇ セパミット細粒１％ シェリング・プラ

ウ
後発品 20.10

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 後発品 7.00
内用薬 2171014C2032 ニフェジピン ２％１ｇ セパミット－Ｒ細粒２％ シェリング・プラ

ウ
41.20

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 後発品 5.60
内用薬 2171014F1091 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ラミタレート錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 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 後発品 5.80
内用薬 2171014G1020 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠１０ｍｇ バイエル薬品 18.80
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 後発品 5.60
内用薬 2171014G1054 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 カルジオルフトＬ錠１０ 日医工ファーマ 後発品 6.00
内用薬 2171014G1062 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 クノラミンＬ錠１０ｍｇ 日本薬品工業 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.80
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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.80
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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2171014G1216 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ケパクルＬ錠１０ イセイ 後発品 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 後発品 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」 メディサ新薬 後発品 5.60
内用薬 2171014G2018 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン２０ｍｇ徐放錠 後発品 5.60
内用薬 2171014G2026 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠２０ｍｇ バイエル薬品 32.20
内用薬 2171014G2069 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 カルジオルフトＬ錠２０ 日医工ファーマ 後発品 9.10
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 後発品 12.30
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 後発品 9.10
内用薬 2171014G2280 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.60
内用薬 2171014G3022 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠１０ｍｇ バイエル薬品 21.70
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 後発品 12.10
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 後発品 11.10
内用薬 2171014G3057 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 コリネールＣＲ錠１０ 日医工 後発品 11.10
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 後発品 11.10

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 後発品 11.10
内用薬 2171014G4029 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ バイエル薬品 37.70
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 後発品 22.30
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 後発品 19.70
内用薬 2171014G4053 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 コリネールＣＲ錠２０ 日医工 後発品 19.70
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 後発品 19.70

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 後発品 19.70
内用薬 2171014G5025 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ バイエル薬品 70.70
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 後発品 36.60
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 後発品 41.90
内用薬 2171014G5050 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 コリネールＣＲ錠４０ 日医工 後発品 36.60
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 後発品 36.60

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 後発品 36.60
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 後発品 5.60
内用薬 2171014M1104 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル アダラートカプセル５ｍｇ バイエル薬品 14.80
内用薬 2171014M1112 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ヘルラート・ミニカプセル５ｍｇ 京都薬品工業 後発品 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 後発品 5.70

内用薬 2171014M2259 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル アダラートカプセル１０ｍｇ バイエル薬品 24.40
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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2171014M2283 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ヘルラートカプセル１０ｍｇ 京都薬品工業 後発品 7.20
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 後発品 5.70

内用薬 2171014N1029 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル セパミット－Ｒカプセル１０ シェリング・プラ
ウ

17.00

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 後発品 20.30
内用薬 2171014N2025 ニフェジピン ２０ｍｇ１カプセル セパミット－Ｒカプセル２０ シェリング・プラ

ウ
23.60

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 後発品 30.50
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 後発品 14.00
内用薬 2171016F1015 硝酸イソソルビド ５ｍｇ１錠 局 硝酸イソソルビド錠 9.60
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内用薬 2171016F2011 硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 硝酸イソソルビド錠 9.60
内用薬 2171017F1028 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 シグマート錠２．５ｍｇ 中外製薬 16.60
内用薬 2171017F1036 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 シグランコート錠２．５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2171017F2024 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シグマート錠５ｍｇ 中外製薬 26.30
内用薬 2171017F2059 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シグランコート錠５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.70
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） 後発品 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 後発品 5.70
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 後発品 6.40
内用薬 2171017F2113 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニトルビン錠５ 大洋薬品工業 後発品 5.60
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 後発品 8.50
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 後発品 15.10
内用薬 2171019F1027 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 バイミカード錠５ｍｇ バイエル薬品 42.40
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 後発品 15.10
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 後発品 11.30
内用薬 2171019F1060 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソミナード錠５ｍｇ 陽進堂 後発品 18.50
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） 後発品 11.30
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 後発品 18.50
内用薬 2171019F2023 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 バイミカード錠１０ｍｇ バイエル薬品 83.70
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 後発品 25.70
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 後発品 19.80
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） 後発品 23.00
内用薬 2171020F1011 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠 後発品 6.30
内用薬 2171020F1020 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 バイロテンシン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 38.10
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 後発品 9.90
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 後発品 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 後発品 8.60
内用薬 2171020F2018 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠 後発品 9.60
内用薬 2171020F2026 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 バイロテンシン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 68.90
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 後発品 16.00
内用薬 2171021C1028 塩酸ベニジピン ０．４％１ｇ 塩酸ベニジピン細粒０．４％「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 64.40

内用薬 2171021F1024 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 コニール錠２ 協和発酵キリン 34.20
内用薬 2171021F1032 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 18.00
内用薬 2171021F1040 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２　ＮＴ ニプロジェネファ 後発品 16.80
内用薬 2171021F1067 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 22.30
内用薬 2171021F1075 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 17.70
内用薬 2171021F1083 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 13.40
内用薬 2171021F1091 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 19.40
内用薬 2171021F1105 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 20.50
内用薬 2171021F1113 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 20.50
内用薬 2171021F1121 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 14.70

内用薬 2171021F1130 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.50
内用薬 2171021F1148 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニトーワ錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 22.30
内用薬 2171021F1156 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 コニプロス錠２ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 23.80
内用薬 2171021F1164 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 26.60
内用薬 2171021F1172 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 25.10
内用薬 2171021F1180 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 18.00
内用薬 2171021F1199 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 16.10
内用薬 2171021F2020 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 コニール錠４ 協和発酵キリン 60.10
内用薬 2171021F2047 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 31.30
内用薬 2171021F2055 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４　ＮＴ ニプロジェネファ 後発品 27.60
内用薬 2171021F2063 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 27.60

内用薬 2171021F2071 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 26.60
内用薬 2171021F2098 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 コニプロス錠４ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 35.20
内用薬 2171021F2101 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 39.40
内用薬 2171021F2110 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 32.70
内用薬 2171021F2128 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 22.10
内用薬 2171021F2136 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 29.40
内用薬 2171021F2144 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 33.80
内用薬 2171021F2152 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 37.20
内用薬 2171021F2160 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 25.40

内用薬 2171021F2179 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.20
内用薬 2171021F2187 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニトーワ錠４ｍｇ 東和薬品 後発品 41.40
内用薬 2171021F2195 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 47.10
内用薬 2171021F2209 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 40.60
内用薬 2171021F2217 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 36.70
内用薬 2171021F2225 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 23.00
内用薬 2171021F2233 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 26.60

内用薬 2171021F3027 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 コニール錠８ 協和発酵キリン 124.00
内用薬 2171021F3035 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 41.00
内用薬 2171021F3043 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 68.30
内用薬 2171021F3051 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８　ＮＴ ニプロジェネファ 後発品 40.40
内用薬 2171021F3060 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 コニプロス錠８ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 79.40
内用薬 2171021F3078 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 81.80
内用薬 2171021F3086 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 81.80
内用薬 2171021F3094 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 83.50
内用薬 2171021F3108 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 42.30
内用薬 2171021F3116 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 70.90
内用薬 2171021F3124 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 60.80
内用薬 2171021F3132 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 66.40
内用薬 2171021F3140 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニトーワ錠８ｍｇ 東和薬品 後発品 75.20
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内用薬 2171021F3159 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 65.70
内用薬 2171021F3167 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 54.60
内用薬 2171021F3175 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 46.40
内用薬 2171022F1029 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠２．５ｍｇ ファイザー 35.30
内用薬 2171022F1045 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 34.50
内用薬 2171022F1053 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 17.60
内用薬 2171022F1061 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド　エー
ザイ

後発品 23.40

内用薬 2171022F1070 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＥＰ」 エッセンシャル
ファーマ

後発品 27.20

内用薬 2171022F1088 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 22.60
内用薬 2171022F1096 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 23.00
内用薬 2171022F1100 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 25.80
内用薬 2171022F1118 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 24.40
内用薬 2171022F1126 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 20.60
内用薬 2171022F1134 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 25.80
内用薬 2171022F1142 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 21.90

内用薬 2171022F1150 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＲＬＬ」 ランバクシー　ラ
ボラトリーズ　リ
ミテッド

後発品 16.60

内用薬 2171022F1169 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 17.00
内用薬 2171022F1177 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 後発品 23.40
内用薬 2171022F1185 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 20.60
内用薬 2171022F1193 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 後発品 23.00
内用薬 2171022F1207 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 23.40
内用薬 2171022F1215 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 25.00
内用薬 2171022F1223 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 18.40
内用薬 2171022F1231 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 23.00

内用薬 2171022F1240 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 19.90
内用薬 2171022F1258 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 後発品 17.60
内用薬 2171022F1266 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 23.40

内用薬 2171022F1274 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「コーワ」 救急薬品工業 後発品 24.40
内用薬 2171022F1282 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.40
内用薬 2171022F1290 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 20.60
内用薬 2171022F1304 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タイ

ヨー」
大興製薬 後発品 22.60

内用薬 2171022F1312 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 21.00
内用薬 2171022F1320 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 25.00
内用薬 2171022F1339 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 23.00

内用薬 2171022F1347 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.80
内用薬 2171022F1355 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.90
内用薬 2171022F1363 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 19.90
内用薬 2171022F1371 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 20.60

内用薬 2171022F1380 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 23.00
内用薬 2171022F1398 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 20.60
内用薬 2171022F2025 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠５ｍｇ ファイザー 64.90
内用薬 2171022F2041 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 64.00
内用薬 2171022F2050 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 33.50
内用薬 2171022F2068 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エー

ザイ
後発品 43.20

内用薬 2171022F2076 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＥＰ」 エッセンシャル
ファーマ

後発品 50.80

内用薬 2171022F2084 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 44.20
内用薬 2171022F2092 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 44.20
内用薬 2171022F2106 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 48.90
内用薬 2171022F2114 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 45.20
内用薬 2171022F2122 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 37.70
内用薬 2171022F2130 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 47.70
内用薬 2171022F2149 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 40.90

内用薬 2171022F2157 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＲＬＬ」 ランバクシー　ラ
ボラトリーズ　リ
ミテッド

後発品 32.20

内用薬 2171022F2165 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 29.90
内用薬 2171022F2173 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 後発品 44.20
内用薬 2171022F2181 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.70
内用薬 2171022F2190 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 後発品 43.20
内用薬 2171022F2203 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.80
内用薬 2171022F2211 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 46.90
内用薬 2171022F2220 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 34.50
内用薬 2171022F2238 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 44.20
内用薬 2171022F2246 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 37.70
内用薬 2171022F2254 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 後発品 32.20
内用薬 2171022F2262 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 43.20
内用薬 2171022F2270 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「コーワ」 救急薬品工業 後発品 45.20
内用薬 2171022F2289 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.20
内用薬 2171022F2297 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 38.90
内用薬 2171022F2300 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 41.80
内用薬 2171022F2319 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 41.80
内用薬 2171022F2327 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 45.20
内用薬 2171022F2335 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 46.90
内用薬 2171022F2343 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.70
内用薬 2171022F2351 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 44.20
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内用薬 2171022F2360 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 41.80
内用薬 2171022F2378 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 37.70
内用薬 2171022F2386 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 43.20
内用薬 2171022F2394 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 38.00
内用薬 2171022F3021 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 34.50
内用薬 2171022F3030 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 25.80

内用薬 2171022F3048 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ ファイザー 35.30
内用薬 2171022F3056 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリック 後発品 23.00

内用薬 2171022F3064 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＫＲ
Ｍ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 21.90

内用薬 2171022F3072 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 20.60
内用薬 2171022F3080 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｎ

Ｓ」
日新製薬（山形） 後発品 25.80

内用薬 2171022F3099 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

ニプロジェネファ 後発品 20.60

内用薬 2171022F3102 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

ハイゾン製薬 後発品 20.60

内用薬 2171022F3110 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 20.60
内用薬 2171022F3129 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｚ

Ｅ」
全星薬品工業 後発品 20.60

内用薬 2171022F3137 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「あす
か」

大正薬品工業 後発品 23.00

内用薬 2171022F3145 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 23.40

内用薬 2171022F3153 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「科
研」

大興製薬 後発品 22.60
内用薬 2171022F3161 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 23.40

内用薬 2171022F3170 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 24.40

内用薬 2171022F3188 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 20.60

内用薬 2171022F3196 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 20.60

内用薬 2171022F3200 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 21.00

内用薬 2171022F3218 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 23.90

内用薬 2171022F3226 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 後発品 19.90

内用薬 2171022F3234 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明
治」

明治製菓 後発品 23.00
内用薬 2171022F3242 ベシル酸アムロジピン 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 後発品 24.40

内用薬 2171022F4028 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ 大日本住友製薬 64.00
内用薬 2171022F4036 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.70
内用薬 2171022F4044 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ ファイザー 64.90
内用薬 2171022F4052 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 44.20
内用薬 2171022F4060 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 40.90

内用薬 2171022F4079 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 37.70
内用薬 2171022F4087 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 47.70
内用薬 2171022F4095 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ニプロジェネファ 後発品 38.00
内用薬 2171022F4109 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 ハイゾン製薬 後発品 38.00
内用薬 2171022F4117 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.70
内用薬 2171022F4125 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 38.00
内用薬 2171022F4133 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 後発品 43.20
内用薬 2171022F4141 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.80
内用薬 2171022F4150 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 大興製薬 後発品 41.80
内用薬 2171022F4168 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 43.20

内用薬 2171022F4176 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.20
内用薬 2171022F4184 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 38.90
内用薬 2171022F4192 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 38.00

内用薬 2171022F4206 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 41.80
内用薬 2171022F4214 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 44.20
内用薬 2171022F4222 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 41.80
内用薬 2171022F4230 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 43.20
内用薬 2171022F4249 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ「興

和テバ」
救急薬品工業 後発品 45.20

内用薬 2171023F1023 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 アイトロール錠１０ｍｇ トーアエイヨー 10.90
内用薬 2171023F2020 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイトロール錠２０ｍｇ トーアエイヨー 17.50
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 後発品 7.10
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 後発品 7.40
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） 後発品 8.30
内用薬 2171023F2070 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 イソモニット錠２０ｍｇ サンド 後発品 8.30
内用薬 2171023F2089 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイロクール錠２０ メディサ新薬 後発品 7.70
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 後発品 8.50
内用薬 2172001F1202 イノシトールヘキサニコ

チネート
２００ｍｇ１錠 ニコキサチン錠２００ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 6.10

内用薬 2172002F1053 塩酸イソクスプリン １０ｍｇ１錠 局 ズファジラン錠１０ｍｇ 第一三共 8.90
内用薬 2172006F1027 ヘプロニカート １００ｍｇ１錠 メグリン錠 長生堂製薬 6.40
内用薬 2172006F1035 ヘプロニカート １００ｍｇ１錠 ヘプロニカート錠１００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 6.40
内用薬 2183001F1060 クリノフィブラート ２００ｍｇ１錠 リポクリン錠２００ 大日本住友製薬 15.30
内用薬 2183002M1013 クロフィブラート ２５０ｍｇ１カプセル 局 クロフィブラートカプセル 8.50
内用薬 2183002M2010 クロフィブラート ５００ｍｇ１カプセル 局 クロフィブラートカプセル 9.60
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 後発品 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 後発品 9.90
内用薬 2183005G1064 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブレートＳＲ錠２００ｍｇ 日医工 後発品 9.90
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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 後発品 17.80
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 後発品 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 後発品 12.50
内用薬 2183005G1234 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ キッセイ薬品工業 42.00
内用薬 2183005G1242 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザリップ錠２００ｍｇ 中外製薬 43.60
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 後発品 9.90

内用薬 2183005G2028 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 27.30
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 後発品 6.30
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 後発品 10.80
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 後発品 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 後発品 6.30
内用薬 2183005G2095 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザリップ錠１００ｍｇ 中外製薬 27.30
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 後発品 6.30

内用薬 2183006F1020 フェノフィブラート ６７ｍｇ１錠 フェノフィブラート錠６７ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 23.40

内用薬 2183006F2027 フェノフィブラート １００ｍｇ１錠 フェノフィブラート錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 30.30

内用薬 2183006M3022 フェノフィブラート ６７ｍｇ１カプセル リピディルカプセル６７ あすか製薬 33.40
内用薬 2183006M3030 フェノフィブラート ６７ｍｇ１カプセル トライコアカプセル６７ｍｇ 大正薬品工業 33.40
内用薬 2183006M4029 フェノフィブラート １００ｍｇ１カプセル リピディルカプセル１００ あすか製薬 43.40
内用薬 2183006M4037 フェノフィブラート １００ｍｇ１カプセル トライコアカプセル１００ｍｇ 大正薬品工業 43.40
内用薬 2189001F1099 エラスターゼ １，８００単位１錠 サワチーム錠 沢井製薬 後発品 6.90
内用薬 2189001F1200 エラスターゼ １，８００単位１錠 エラスチーム錠１８００ エーザイ 17.20
内用薬 2189001F1218 エラスターゼ １，８００単位１錠 エリスモン錠１８００ 日医工 後発品 6.00
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 後発品 6.00
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 後発品 5.80
内用薬 2189003F1136 デキストラン硫酸ナトリ

ウム
１５０ｍｇ１錠 ＭＤＳコーワ錠１５０ 興和 6.10

内用薬 2189003F2035 デキストラン硫酸ナトリ
ウム

３００ｍｇ１錠 ＭＤＳコーワ錠３００ 興和 9.50

内用薬 2189004F1017 ニコモール ２００ｍｇ１錠 局 ニコモール錠 9.10
内用薬 2189005F1020 ニセリトロール １２５ｍｇ１錠 ペリシット錠１２５ｍｇ 三和化学研究所 9.40
内用薬 2189005F2026 ニセリトロール ２５０ｍｇ１錠 ペリシット錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 15.30
内用薬 2189006M1040 ポリエンホスファチジル

コリン
２５０ｍｇ１カプセル プロビーンカプセル シオノケミカル 後発品 6.20

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

後発品 8.90

内用薬 2189008C1078 プロブコール ５０％１ｇ リポブコール細粒 共和薬品工業 後発品 12.20
内用薬 2189008C1094 プロブコール ５０％１ｇ シンレスタール細粒５０％ 第一三共 45.60
内用薬 2189008C1108 プロブコール ５０％１ｇ ロレルコ細粒５０％ 大塚製薬 44.80
内用薬 2189008C1116 プロブコール ５０％１ｇ エバチコール細粒５０％ 高田製薬 後発品 12.20
内用薬 2189008C1132 プロブコール ５０％１ｇ スイムタール細粒５０％ 日医工ファーマ 後発品 13.90
内用薬 2189008F1228 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 リポブコール錠 共和薬品工業 後発品 7.10
内用薬 2189008F1279 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ピヨコール錠 陽進堂 後発品 6.40
内用薬 2189008F1287 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ロレルコ錠２５０ｍｇ 大塚製薬 23.80
内用薬 2189008F1295 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ダウンオイール錠２５０ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 6.10
内用薬 2189008F1309 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 エバチコール錠２５０ｍｇ 高田製薬 後発品 6.90
内用薬 2189008F1317 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 サクベルコート錠２５０ｍｇ 日医工 後発品 6.90
内用薬 2189008F1325 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロスエード錠２５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 7.50
内用薬 2189008F1333 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.40
内用薬 2189008F1341 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 エタクレート錠２５０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 7.80
内用薬 2189008F1350 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 コバクス錠２５０ｍｇ 小林化工 後発品 6.10
内用薬 2189008F1368 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 クラフェデン錠２５０ｍｇ イセイ 後発品 7.50
内用薬 2189008F1376 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 シンレスタール錠２５０ｍｇ 第一三共 23.80
内用薬 2189008F1384 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 フッコラート錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.40
内用薬 2189008F1392 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 7.10

内用薬 2189008F1406 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ライドラース錠２５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 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 後発品 6.90
内用薬 2189008F1422 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ピヨコール錠２５０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.40
内用薬 2189009R1024 コレスチラミン ４４．４％１ｇ クエストラン サノフィ・アベン

ティス
7.90

内用薬 2189009R1032 コレスチラミン ４４．４％１ｇ クエストラン粉末４４．４％ サノフィ・アベン
ティス

7.90

内用薬 2189010C1032 プラバスタチンナトリウ
ム

０．５％１ｇ メバロチン細粒０．５％ 第一三共 66.70
内用薬 2189010C2020 プラバスタチンナトリウ

ム
１％１ｇ メバロチン細粒１％ 第一三共 124.90

内用薬 2189010C2039 プラバスタチンナトリウ
ム

１％１ｇ メバトルテ細粒１％ 大正薬品工業 後発品 63.60
内用薬 2189010F1039 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 メバロチン錠５ 第一三共 59.30

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 後発品 16.70
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 後発品 20.60

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 後発品 23.20
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 後発品 27.30

内用薬 2189010F1080 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「陽進」
５ｍｇ

陽進堂 後発品 18.40

内用薬 2189010F1098 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 メバトルテ錠５ 大正薬品工業 後発品 23.20
内用薬 2189010F1101 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 プラバロン錠５ ダイト 後発品 21.90

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 後発品 21.20
内用薬 2189010F1128 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 タツプラミン錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 20.60

内用薬 2189010F1144 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 メバレクト錠５ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 26.50
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 後発品 35.40

内用薬 2189010F1179 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 メバリッチ錠５ 日新製薬（山形） 後発品 30.20
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 後発品 25.80

内用薬 2189010F1195 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタン錠５ 日本薬品工業 後発品 32.70
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内用薬 2189010F1209 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 コレリット錠５ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 19.70
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 後発品 16.70

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 後発品 23.90
内用薬 2189010F1241 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「チョー

セイ」
長生堂製薬 後発品 25.80

内用薬 2189010F1250 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
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 15.60

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

後発品 18.00

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 後発品 30.20
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 後発品 16.70

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 後発品 17.20

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 後発品 15.60

内用薬 2189010F2027 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバロチン錠１０ 第一三共 112.20
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 後発品 37.90

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 後発品 35.90

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 後発品 23.20
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 後発品 44.00

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 後発品 50.80
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 後発品 54.80

内用薬 2189010F2094 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錠「陽進」
１０ｍｇ

陽進堂 後発品 35.90

内用薬 2189010F2108 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバトルテ錠１０ 大正薬品工業 後発品 40.80
内用薬 2189010F2116 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 プラバロン錠１０ ダイト 後発品 36.80

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 後発品 42.60
内用薬 2189010F2132 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 タツプラミン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 37.90

内用薬 2189010F2167 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバレクト錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 54.80
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 後発品 75.40

内用薬 2189010F2191 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバリッチ錠１０ 日新製薬（山形） 後発品 54.80
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 後発品 48.60

内用薬 2189010F2213 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタン錠１０ 日本薬品工業 後発品 63.10
内用薬 2189010F2221 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 コレリット錠１０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 39.20

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 後発品 31.30
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 後発品 52.00

内用薬 2189010F2272 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「チョーセイ」

長生堂製薬 後発品 44.70

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

後発品 32.70

内用薬 2189010F2302 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錠１０ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 47.80

内用薬 2189010F2310 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「Ｋ
Ｈ」

マイラン製薬 後発品 52.00

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 後発品 25.50

内用薬 2189010F2337 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錠１０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 23.20

内用薬 2189010S1029 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１包 オリピス内服液５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 72.70
内用薬 2189010S2025 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１包 オリピス内服液１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 137.10

内用薬 2189011F1025 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポバス錠５ 萬有製薬 128.90
内用薬 2189011F1033 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＯＨＡＲ

Ａ」
大原薬品工業 後発品 43.90

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 後発品 39.10
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 後発品 60.50
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 後発品 34.70
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 後発品 83.30
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 後発品 37.60
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
後発品 32.80

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 後発品 84.20
内用薬 2189011F1114 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポオフ錠５ 日医工 後発品 62.00
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 後発品 59.60
内用薬 2189011F1149 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンスタチン錠５ｍｇ 陽進堂 後発品 54.70
内用薬 2189011F1157 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポアウト錠５ 沢井製薬 後発品 66.10
内用薬 2189011F1165 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポラＭ錠５ サンノーバ 後発品 53.30
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 後発品 56.80
内用薬 2189011F2021 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポバス錠１０ 萬有製薬 254.90
内用薬 2189011F2030 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＯＨＡＲ

Ａ」
大原薬品工業 後発品 88.30

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 後発品 102.80
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 後発品 151.50
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 後発品 164.90
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 後発品 174.50
内用薬 2189011F2099 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポオフ錠１０ 日医工 後発品 115.00
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 後発品 88.30

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 後発品 90.30
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
後発品 73.30

内用薬 2189011F3028 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 リポバス錠２０ 萬有製薬 502.50
内用薬 2189011F3036 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＯＨＡＲ

Ａ」
大原薬品工業 後発品 267.40

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 後発品 243.50
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 後発品 223.30

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 後発品 184.00
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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

後発品 149.30

内用薬 2189012F1020 フルバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ローコール錠１０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

43.90

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 後発品 28.90
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 後発品 28.90

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 後発品 28.90
内用薬 2189012F2026 フルバスタチンナトリウ

ム
２０ｍｇ１錠 ローコール錠２０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
78.00

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 後発品 55.10
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 後発品 55.10

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 後発品 55.10
内用薬 2189012F3022 フルバスタチンナトリウ

ム
３０ｍｇ１錠 ローコール錠３０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
113.30

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 後発品 80.40
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 後発品 80.40

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 後発品 80.40
内用薬 2189014D2024 コレスチミド ８３％１ｇ コレバインミニ８３％ 田辺三菱製薬 61.20
内用薬 2189014F1029 コレスチミド ５００ｍｇ１錠 コレバイン錠５００ｍｇ 田辺三菱製薬 37.20
内用薬 2189015F1023 アトルバスタチンカルシ

ウム水和物
５ｍｇ１錠 リピトール錠５ｍｇ アステラス製薬 67.10

内用薬 2189015F2020 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 リピトール錠１０ｍｇ アステラス製薬 128.00

内用薬 2189016F1028 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 リバロ錠１ｍｇ 興和 72.00
内用薬 2189016F2024 ピタバスタチンカルシウ

ム
２ｍｇ１錠 リバロ錠２ｍｇ 興和 136.80

内用薬 2189017F1022 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 クレストール錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 76.40
内用薬 2189017F2029 ロスバスタチンカルシウ

ム
５ｍｇ１錠 クレストール錠５ｍｇ アストラゼネカ 148.10

内用薬 2189018F1027 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 ゼチーア錠１０ｍｇ シェリング・プラ
ウ

223.90

内用薬 2190003F1129 塩酸メクロフェノキサー
ト

１００ｍｇ１錠 ※ メクロサート錠（寿） 寿製薬 後発品 5.50
内用薬 2190003F1170 塩酸メクロフェノキサー

ト
１００ｍｇ１錠 ルシドリール錠１００ｍｇ 共和薬品工業 11.10

内用薬 2190004F1026 ガンマーアミノ酪酸 ２５０ｍｇ１錠 ガンマロン錠 第一三共 6.20
内用薬 2190004F1034 ガンマーアミノ酪酸 ２５０ｍｇ１錠 ガンマロン錠２５０ｍｇ 第一三共 6.20
内用薬 2190005C1032 酒石酸イフェンプロジル ４％１ｇ リンブレーン細粒 辰巳化学 後発品 9.70
内用薬 2190005C1040 酒石酸イフェンプロジル ４％１ｇ セロクラール細粒４％ サノフィ・アベン

ティス
30.70

内用薬 2190005C1059 酒石酸イフェンプロジル ４％１ｇ リンブレーン細粒４％ 辰巳化学 後発品 9.70
内用薬 2190005F1020 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 アポノール錠１０ あすか製薬 後発品 5.60
内用薬 2190005F1098 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 セリミック錠 ナガセ医薬品 後発品 5.40
内用薬 2190005F1187 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 ヨウアジール 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 2190005F1209 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 エンセロン錠１０ｍｇ 日医工 後発品 5.40
内用薬 2190005F1217 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 イブロノール錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 2190005F1225 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 セロクラール錠１０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
9.10

内用薬 2190005F1233 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 ヨウアジール錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 2190005F2027 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 アポノール錠２０ あすか製薬 後発品 6.60
内用薬 2190005F2043 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 エンセロン錠２０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2190005F2051 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 セロクラール錠２０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
15.40

内用薬 2190005F2060 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 テクニス錠２０ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2190005F2108 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 フレザニール錠 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2190005F2124 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 リンブレーン錠「２０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2190005F2140 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 イブロノール錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2190005F2159 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 フレザニール錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2190006C1037 ニコチン酸トコフェロー

ル
４０％１ｇ ユベラＮ細粒４０％ エーザイ 24.20

内用薬 2190006M1083 ニコチン酸トコフェロー
ル

１００ｍｇ１カプセル ニコビタ－Ｅ 日本薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2190006M1121 ニコチン酸トコフェロー

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

内用薬 2190006M1156 ニコチン酸トコフェロー
ル

１００ｍｇ１カプセル ユベラＮカプセル１００ｍｇ エーザイ 6.20
内用薬 2190006M1164 ニコチン酸トコフェロー

ル
１００ｍｇ１カプセル ニチＥネートカプセル１００ｍｇ 日医工 後発品 5.40

内用薬 2190006M1172 ニコチン酸トコフェロー
ル

１００ｍｇ１カプセル バナールＮカプセル１００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 2190006M1180 ニコチン酸トコフェロー

ル
１００ｍｇ１カプセル ニコビタ－Ｅカプセル１００ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2190006M1199 ニコチン酸トコフェロー
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 後発品 5.40
内用薬 2190006M2071 ニコチン酸トコフェロー

ル
２００ｍｇ１カプセル トコエヌ２００ソフトカプセル 東海カプセル 後発品 5.60

内用薬 2190006M2110 ニコチン酸トコフェロー
ル

２００ｍｇ１カプセル ニコ２００ソフトカプセル 堀井薬品工業 後発品 6.00
内用薬 2190006M2179 ニコチン酸トコフェロー

ル
２００ｍｇ１カプセル ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ エーザイ 11.40

内用薬 2190006M2187 ニコチン酸トコフェロー
ル

２００ｍｇ１カプセル ケントンカプセル２００ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2190006M2195 ニコチン酸トコフェロー

ル
２００ｍｇ１カプセル ＮＥソフトカプセル２００ｍｇ 東洋カプセル 後発品 5.70

内用薬 2190006M2209 ニコチン酸トコフェロー
ル

２００ｍｇ１カプセル トコニジャストカプセル２００ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60
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 後発品 15.20

内用薬 2190009A1048 ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム

１ｇ 局 ケイキサレート散 鳥居薬品 22.90

内用薬 2190011M1050 チトクロームＣ １０ｍｇ１カプセル チトレスト 持田製薬 137.20
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 後発品 15.70

内用薬 2190016Q1020 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

２０％１ｇ アーガメイトゼリー 三和化学研究所 後発品 4.10

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 後発品 104.30

内用薬 2190016R2021 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

９２．５９％１ｇ カリメートドライシロップ９２．５
９％

興和 18.80

内用薬 2190016X1016 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 14.20

内用薬 2190016X1059 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリセラム末 扶桑薬品工業 16.00
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内用薬 2190016X1105 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリメート散 興和 17.70

内用薬 2190016X1113 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリエード散 東洋製薬化成 17.70

内用薬 2190016X1121 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 ポスカール散 シオエ製薬 16.00

内用薬 2190018F2059 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

１ｍｇ１錠 エポス錠１ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 2190018F2105 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

１ｍｇ１錠 バソラックス錠１ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2190018F2121 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

１ｍｇ１錠 ヒデルギン舌下錠１ｍｇ ノバルティス
ファーマ

13.90

内用薬 2190018F2130 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

１ｍｇ１錠 エルメサット錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2190018F3039 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

２ｍｇ１錠 エポス錠２ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 2190018F3063 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

２ｍｇ１錠 エルメサット錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2190018F3110 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

２ｍｇ１錠 バソラックス錠２ｍｇ マイラン製薬 後発品 6.30

内用薬 2190018F3136 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

２ｍｇ１錠 ヒデルギン錠２ｍｇ ノバルティス
ファーマ

23.80

内用薬 2190021B1087 ニセルゴリン １％１ｇ 局 ウインクルＮ散１％ 大原薬品工業 後発品 21.60
内用薬 2190021B1095 ニセルゴリン １％１ｇ 局 サアミオン散１％ 田辺三菱製薬 80.10
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 後発品 22.20
内用薬 2190021F1011 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠 後発品 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 後発品 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 後発品 8.70
内用薬 2190021F1348 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サアミオン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 37.30
内用薬 2190021F1356 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サワチオン錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 10.20
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 後発品 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） 後発品 9.60
内用薬 2190022F1016 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 メチル硫酸アメジニウム１０ｍｇ錠 後発品 9.40
内用薬 2190022F1024 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 リズミック錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 52.70
内用薬 2190022F1059 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 アメジール錠１０ メディサ新薬 後発品 12.40
内用薬 2190022F1067 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 アメジニン錠１０ｍｇ 日医工 後発品 12.40
内用薬 2190022F1075 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 イピノテック錠１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 16.60
内用薬 2190022F1105 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 ソルムフリン錠１０ 全星薬品工業 後発品 11.70
内用薬 2190022F1113 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 ダイアリード錠１０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 18.80
内用薬 2190022F1121 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 パルセキオン錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 12.80
内用薬 2190022F1156 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 リズマイル錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 11.70
内用薬 2190022F1164 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 リズミラート錠１０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 12.10
内用薬 2190022F1172 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 リズメリック錠１０ 小林化工 後発品 11.10
内用薬 2190023F1029 塩酸ロメリジン ５ｍｇ１錠 テラナス錠５ シェリング・プラ

ウ
32.60

内用薬 2190023F1037 塩酸ロメリジン ５ｍｇ１錠 ミグシス錠５ｍｇ ファイザー 32.60
内用薬 2190024C1027 沈降炭酸カルシウム ８３％１ｇ カルタン細粒８３％ マイラン製薬 10.60
内用薬 2190024F1023 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 カルタン錠５００ マイラン製薬 6.30
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 後発品 5.60
内用薬 2190024F1040 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三

和」
三和化学研究所 後発品 5.70

内用薬 2190024F2020 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 カルタン錠２５０ マイラン製薬 5.80
内用薬 2190024F2038 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ「三

和」
三和化学研究所 後発品 5.60

内用薬 2190025F1028 塩酸セベラマー ２５０ｍｇ１錠 フォスブロック錠２５０ｍｇ 協和発酵キリン 29.80
内用薬 2190025F1036 塩酸セベラマー ２５０ｍｇ１錠 レナジェル錠２５０ｍｇ 中外製薬 30.10
内用薬 2190026F1022 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 トラクリア錠６２．５ｍｇ アクテリオン

ファーマシュー
ティカルズジャパ
ン

4,370.10

内用薬 2190027G1022 ベラプロストナトリウム ６０μｇ１錠 ケアロードＬＡ錠６０μｇ 東レ 235.90
内用薬 2190027G1030 ベラプロストナトリウム ６０μｇ１錠 ベラサスＬＡ錠６０μｇ 科研製薬 235.90
内用薬 2190028F1021 クエン酸シルデナフィル ２０ｍｇ１錠 レバチオ錠２０ｍｇ ファイザー 1,179.80
内用薬 2190029F1026 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ホスレノールチュアブル錠２５０ｍｇ バイエル薬品 194.10
内用薬 2190029F2022 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 ホスレノールチュアブル錠５００ｍｇ バイエル薬品 284.80
内用薬 2190030F1029 タダラフィル ２０ｍｇ１錠 アドシルカ錠２０ｍｇ 日本イーライリ

リー
1,720.80

内用薬 2190101F1020 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠１番 ファイザー 94.10

内用薬 2190102F1025 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠２番 ファイザー 149.00

内用薬 2190103F1020 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠３番 ファイザー 123.30

内用薬 2190104F1024 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠４番 ファイザー 178.10

内用薬 2221002B2011 塩酸エフェドリン １０％１ｇ 局 塩酸エフェドリン散１０％ 12.40
内用薬 2221002B2046 塩酸エフェドリン １０％１ｇ 局 「純生」エフェドリン散 純生薬品工業 13.90
内用薬 2221002B2070 塩酸エフェドリン １０％１ｇ 局 塩酸エフェドリン散１０％「ホエイ」 マイラン製薬 16.50
内用薬 2221002B2100 塩酸エフェドリン １０％１ｇ 局 エフェドリン塩酸塩散１０％「マルイ

シ」
丸石製薬 16.00

内用薬 2221002F1017 塩酸エフェドリン ２５ｍｇ１錠 局 塩酸エフェドリン錠 9.60
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内用薬 2221002X1012 塩酸エフェドリン １ｇ 局 塩酸エフェドリン 107.90
内用薬 2221003B2016 ｄｌ－塩酸メチルエフェ

ドリン
１０％１ｇ 局 ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン散１

０％
6.90

内用薬 2221003B2067 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン

１０％１ｇ 局 メチエフ散１０％ 田辺三菱製薬 8.70

内用薬 2221003B2083 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン

１０％１ｇ 局 メチルエフェドリン散１０％「フ
ソー」

扶桑薬品工業 8.50

内用薬 2221003B2113 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン

１０％１ｇ 局 メチルホエドリン散１０％ マイラン製薬 7.20

内用薬 2221003B2156 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン

１０％１ｇ 局 ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン散１
０％「メタル」

中北薬品 8.40

内用薬 2221003B2180 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン

１０％１ｇ 局 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散１
０％「マルイシ」

丸石製薬 7.40

内用薬 2221003X1017 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン

１ｇ 局 ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン 37.40

内用薬 2222001A1012 ノスカピン １ｇ 局 ノスカピン 236.00
内用薬 2223001B1201 臭化水素酸デキストロメ

トルファン
１０％１ｇ シーサール散１０％ 東和薬品 後発品 9.40

内用薬 2223001B1210 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ メジコン散１０％ 塩野義製薬 25.80

内用薬 2223001B1228 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ デキストファン散１０％ ニプロファーマ 後発品 9.40

内用薬 2223001B1236 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ ハイフスタン散１０％ 日医工ファーマ 後発品 9.20

内用薬 2223001B1244 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ メゼック散１０％ 大洋薬品工業 後発品 9.20

内用薬 2223001C1037 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ アストマリ細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 10.20

内用薬 2223001F2099 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１５ｍｇ１錠 メジコン錠１５ｍｇ 塩野義製薬 5.80

内用薬 2223001F2102 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１５ｍｇ１錠 シーサール錠１５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2223001F2110 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１５ｍｇ１錠 デトメファン錠１５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60

内用薬 2223001F2129 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１５ｍｇ１錠 アストマリ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2224001C1050 クエン酸ペントキシベリ
ン

１０％１ｇ パトコン細粒１０％ 日本ユニバーサル
薬品

後発品 12.00

内用薬 2224001F1022 クエン酸ペントキシベリ
ン

１０ｍｇ１錠 ガイレス錠「イセイ」 イセイ 後発品 5.40
内用薬 2224001F1049 クエン酸ペントキシベリ

ン
１０ｍｇ１錠 ガイレス錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.40

内用薬 2224001F3025 クエン酸ペントキシベリ
ン

１５ｍｇ１錠 アストマトップ 鶴原製薬 後発品 5.40
内用薬 2224001F3114 クエン酸ペントキシベリ

ン
１５ｍｇ１錠 アストマトップ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 2224001F4021 クエン酸ペントキシベリ
ン

３０ｍｇ１錠 アトミンＳ 長生堂製薬 後発品 5.40
内用薬 2224001F4048 クエン酸ペントキシベリ

ン
３０ｍｇ１錠 ペントキシベリンクエン酸塩錠３０ｍ

ｇ「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 5.40

内用薬 2224001M1064 クエン酸ペントキシベリ
ン

３０ｍｇ１カプセル ペントキシベリンクエン酸塩カプセル
３０ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2224001N1043 クエン酸ペントキシベリ
ン

３０ｍｇ１カプセル トクレススパンスールカプセル３０ｍ
ｇ

大日本住友製薬 11.90
内用薬 2224001Q1031 クエン酸ペントキシベリ

ン
０．２５％１０ｍＬ タカベタンシロップ０．２５％ 高田製薬 後発品 13.40

内用薬 2229001B1051 リン酸ジメモルファン １０％１ｇ アストミン散１０％ アステラス製薬 47.80
内用薬 2229001B1060 リン酸ジメモルファン １０％１ｇ ホフバン散１０％ 辰巳化学 後発品 38.70
内用薬 2229001F1053 リン酸ジメモルファン １０ｍｇ１錠 アストミン錠１０ｍｇ アステラス製薬 5.70
内用薬 2229001F1061 リン酸ジメモルファン １０ｍｇ１錠 ホフバン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2229001Q1054 リン酸ジメモルファン ０．２５％１ｍＬ アストミンシロップ０．２５％ アステラス製薬 3.80
内用薬 2229001Q1062 リン酸ジメモルファン ０．２５％１ｍＬ ホフバンシロップ０．２５％ 辰巳化学 後発品 2.80
内用薬 2229001R1025 リン酸ジメモルファン ２．５％１ｇ ジメモルミンドライシロップ２．５％ 高田製薬 後発品 13.50
内用薬 2229002D1030 塩酸クロフェダノール ４．１７％１ｇ コルドリン顆粒４．１７％ 日本新薬 27.40
内用薬 2229002F1031 塩酸クロフェダノール １２．５ｍｇ１錠 コルドリン錠１２．５ｍｇ 日本新薬 9.00
内用薬 2229004F1022 塩酸クロペラスチン １０ｍｇ１錠 フスタゾール糖衣錠 田辺三菱製薬 6.00
内用薬 2229004F1030 塩酸クロペラスチン １０ｍｇ１錠 フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.00
内用薬 2229006B1038 フェンジゾ酸クロペラス

チン
１０％１ｇ フスタゾール散１０％ 田辺三菱製薬 20.80

内用薬 2229006F1021 フェンジゾ酸クロペラス
チン

２．５ｍｇ１錠 小児用フスタゾール錠 田辺三菱製薬 6.00

内用薬 2229006F1030 フェンジゾ酸クロペラス
チン

２．５ｍｇ１錠 フスタゾール錠小児用２．５ｍｇ 田辺三菱製薬 6.00

内用薬 2229006Q1022 フェンジゾ酸クロペラス
チン

０．２％１０ｍＬ フスタゾールシロップ 同仁医薬化工 後発品 21.80

内用薬 2229006Q1030 フェンジゾ酸クロペラス
チン

０．２％１０ｍＬ フスタゾールシロップ０．２％ 同仁医薬化工 後発品 21.80

内用薬 2229007F1042 リン酸ベンプロペリン ２０ｍｇ１錠 フラベリック錠２０ｍｇ ファイザー 5.90
内用薬 2229100B1039 鎮咳配合剤 １ｇ クロフェドリンＳ散 キョーリンリメ

ディオ
6.20

内用薬 2229100B1047 鎮咳配合剤 １ｇ ニチコデ散 日医工 後発品 6.30
内用薬 2229100B1098 鎮咳配合剤 １ｇ プラコデ散 小林化工 後発品 6.50
内用薬 2229100B1101 鎮咳配合剤 １ｇ クロフェドリンＳ配合散 キョーリンリメ

ディオ
6.20

内用薬 2229100B1110 鎮咳配合剤 １ｇ ニチコデ配合散 日医工 後発品 6.30
内用薬 2229100B1128 鎮咳配合剤 １ｇ プラコデ配合散 小林化工 後発品 6.50
内用薬 2229101F1027 鎮咳配合剤 １錠 クロフェドリンＳ錠 キョーリンリメ

ディオ
5.40

内用薬 2229101F1035 鎮咳配合剤 １錠 フスコデ錠 アボットジャパン 5.80
内用薬 2229101F1043 鎮咳配合剤 １錠 フスコブロン錠 大洋薬品工業 後発品 5.40
内用薬 2229101F1051 鎮咳配合剤 １錠 クロフェドリンＳ配合錠 キョーリンリメ

ディオ
5.40

内用薬 2229101F1060 鎮咳配合剤 １錠 フスコデ配合錠 アボットジャパン 5.80
内用薬 2229102Q1022 鎮咳配合剤 １ｍＬ クロフェドリンＳシロップ キョーリンリメ

ディオ
3.50
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内用薬 2229102Q1030 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコデシロップ アボットジャパン 3.50
内用薬 2229102Q1049 鎮咳配合剤 １ｍＬ フステンシロップ 同仁医薬化工 3.50
内用薬 2229102Q1057 鎮咳配合剤 １ｍＬ プラコデシロツプ 小林化工 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1065 鎮咳配合剤 １ｍＬ ミゼロンシロップ「イセイ」 イセイ 3.50
内用薬 2229102Q1073 鎮咳配合剤 １ｍＬ ライトゲンシロップＴ 帝人ファーマ 4.00
内用薬 2229102Q1081 鎮咳配合剤 １ｍＬ ムコブロチンシロップ 東和薬品 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1103 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコブロンシロップ 大洋薬品工業 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1111 鎮咳配合剤 １ｍＬ クロフェドリンＳ配合シロップ キョーリンリメ

ディオ
3.50

内用薬 2229102Q1120 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコデ配合シロップ アボットジャパン 3.50
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 後発品 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 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1154 鎮咳配合剤 １ｍＬ ミゼロン配合シロップ イセイ 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 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1170 鎮咳配合剤 １ｍＬ ライトゲン配合シロップ 帝人ファーマ 4.00
内用薬 2229103Q1027 鎮咳配合剤 １ｍＬ 強力セキールシロップ 日医工ファーマ 2.60
内用薬 2229103Q1035 鎮咳配合剤 １ｍＬ セキール配合シロップ 日医工ファーマ 2.60
内用薬 2229104M1020 ジプロフィリン・メトキ

シフェナミン配合剤
１カプセル アストーマカプセル 日医工 後発品 5.40

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 後発品 5.40

内用薬 2229111F1039 ジプロフィリン・ノスカ
ピン配合剤

１錠 アストフィリン錠 サンノーバ 6.10

内用薬 2229111F1047 ジプロフィリン・ノスカ
ピン配合剤

１錠 アストフィリン配合錠 サンノーバ 6.10

内用薬 2229112F1025 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジンＭ錠 マルホ 20.60

内用薬 2229112F1033 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジン配合胃溶錠 マルホ 20.60

内用薬 2229112H2022 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジンＤ錠 マルホ 20.60

内用薬 2229112H2030 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジン配合腸溶錠 マルホ 20.60

内用薬 2229114F2020 ジプロフィリン・ジヒド
ロコデイン配合剤

１錠 カフコデＮ錠 マイラン製薬 6.40

内用薬 2229114F2039 ジプロフィリン・ジヒド
ロコデイン配合剤

１錠 カフコデＮ配合錠 マイラン製薬 6.40

内用薬 2231001Q1010 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ 13.40
内用薬 2231001Q1036 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ「ケンエー」 健栄製薬 15.30
内用薬 2231001Q1044 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ　シオエ シオエ製薬 15.30
内用薬 2231001Q1060 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ〈ハチ〉 東洋製薬化成 15.60
内用薬 2231001Q1079 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ「メタル」 中北薬品 15.30
内用薬 2232001X1011 アンモニア・ウイキョウ

精
１０ｍＬ 局 アンモニア・ウイキョウ精 26.40

内用薬 2232001X1097 アンモニア・ウイキョウ
精

１０ｍＬ 局 アンモニア・ウイキョウ精「マルイ
シ」

丸石製薬 27.00
内用薬 2233001F1137 塩酸Ｌ－エチルシステイ

ン
１００ｍｇ１錠 シスエースＴ 東邦新薬 後発品 5.70

内用薬 2233001F1234 塩酸Ｌ－エチルシステイ
ン

１００ｍｇ１錠 チスタニン糖衣錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 9.80
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 後発品 6.20
内用薬 2233002C1062 カルボシステイン ５０％１ｇ ムコダイン細粒５０％ 杏林製薬 16.40
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 後発品 7.00
内用薬 2233002F1026 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カージリン錠 ナガセ医薬品 後発品 5.60
内用薬 2233002F1174 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコダイン錠２５０ｍｇ 杏林製薬 10.00
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 後発品 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 後発品 5.80
内用薬 2233002F1204 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 メチスタ錠２５０ｍｇ 東和薬品 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2233002F2022 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 ムコダイン錠５００ｍｇ 杏林製薬 18.10
内用薬 2233002F2030 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 メチスタ錠５００ｍｇ 東和薬品 後発品 9.40
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 後発品 8.90

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 後発品 2.60
内用薬 2233002Q1035 カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコダインシロップ５％ 杏林製薬 6.00
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 後発品 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 後発品 2.60
内用薬 2233002R1030 カルボシステイン ３３．３％１ｇ ムコダインＤＳ３３．３％ 杏林製薬 26.60
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３

３．３％「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 10.60

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 後発品 6.40
内用薬 2233003F1187 Ｌ－塩酸メチルシステイ

ン
５０ｍｇ１錠 ペクタイト錠５０ｍｇ キッセイ薬品工業 5.40

内用薬 2233003F1195 Ｌ－塩酸メチルシステイ
ン

５０ｍｇ１錠 Ｍ－チステン錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40
内用薬 2233003F2027 Ｌ－塩酸メチルシステイ

ン
１００ｍｇ１錠 Ｍ－チステン（１００） 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2233003F2078 Ｌ－塩酸メチルシステイ
ン

１００ｍｇ１錠 ペクタイト錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 8.20
内用薬 2233003F2086 Ｌ－塩酸メチルシステイ

ン
１００ｍｇ１錠 ゼオチン錠１００ｍｇ トーアエイヨー 後発品 11.90

内用薬 2233004F1025 フドステイン ２００ｍｇ１錠 クリアナール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 12.10
内用薬 2233004F1033 フドステイン ２００ｍｇ１錠 スペリア錠２００ 久光製薬 12.10
内用薬 2233004S1023 フドステイン ８％１ｍＬ クリアナール内用液８％ 同仁医薬化工 11.80
内用薬 2233004S1031 フドステイン ８％１ｍＬ スペリア内用液８％ 久光製薬 11.80
内用薬 2234001C2037 塩酸ブロムヘキシン ２％１ｇ ビソルボン細粒２％ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
21.60

内用薬 2234001F1070 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 コフメジン錠 日新製薬（山形） 後発品 5.00
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内用薬 2234001F1142 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 ビソポロン錠 日医工ファーマ 後発品 5.00
内用薬 2234001F1258 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 塩酸ブロムヘキシン錠「クニヒロ」４

ｍｇ
皇漢堂製薬 後発品 5.00

内用薬 2234001F1266 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 フルペン錠４ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.00
内用薬 2234001F1274 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 ルンボン錠４ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.00
内用薬 2234001F1282 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 レベルボン錠４ｍｇ 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 2234001F1290 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 ハピスオル錠４ｍｇ イセイ 後発品 5.00
内用薬 2234001F1304 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.00

内用薬 2234001F1312 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 ビソルボン錠４ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

6.00

内用薬 2234001F1320 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 ビソポロン錠４ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.00
内用薬 2234001Q1089 塩酸ブロムヘキシン ０．０８％１ｍＬ フルペンシロップ０．０８％ 沢井製薬 後発品 2.00
内用薬 2234001Q1097 塩酸ブロムヘキシン ０．０８％１ｍＬ レベルボンシロップ０．０８％ 東和薬品 後発品 1.40
内用薬 2234001Q1100 塩酸ブロムヘキシン ０．０８％１ｍＬ ハピスオルシロップ０．０８％ イセイ 後発品 1.50
内用薬 2234001Q1119 塩酸ブロムヘキシン ０．０８％１ｍＬ ビソルボンシロップ０．０８％ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
4.20

内用薬 2234001Q2069 塩酸ブロムヘキシン 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 後発品 1.80

内用薬 2239001C1037 塩酸アンブロキソール １．５％１ｇ フストレス細粒１．５％ 大洋薬品工業 後発品 10.20
内用薬 2239001C1045 塩酸アンブロキソール 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 後発品 10.20

内用薬 2239001C2033 塩酸アンブロキソール ３％１ｇ アンブロン細粒３％ 日本ユニバーサル
薬品

後発品 8.40

内用薬 2239001F1025 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコソルバン錠 帝人ファーマ 21.80
内用薬 2239001F1262 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ポノフェン錠 あすか製薬 後発品 5.70
内用薬 2239001F1335 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコブリン錠１５ｍｇ 龍角散 後発品 5.60
内用薬 2239001F1378 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 セルマキール錠 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2239001F1432 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 塩酸アンブロキソール錠「クニヒロ」

１５ｍｇ
皇漢堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2239001F1440 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ノンタス錠１５ｍｇ 東洋製薬化成 後発品 5.70
内用薬 2239001F1459 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 アントブロン錠１５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2239001F1467 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ

「サワイ」
メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2239001F1475 塩酸アンブロキソール 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 後発品 5.60

内用薬 2239001F1483 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 塩酸アンブロキソール錠１５ｍｇ「Ｐ
Ｈ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.60

内用薬 2239001F1491 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 コフノール錠１５ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2239001F1505 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 シンセラキン錠１５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 2239001F1513 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ソロムコ錠１５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1521 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 フズレバン錠１５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2239001F1530 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 アンキソール錠１５ｍｇ わかもと製薬 後発品 5.60
内用薬 2239001F1548 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ダイオリール錠１５ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 5.70
内用薬 2239001F1556 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 プルスマリンＡ錠１５ｍｇ ローマン工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1564 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコソレート錠１５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1572 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ

「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2239001F1580 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2239001F1599 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 グリンクール錠１５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1602 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 コトブロール錠１５ｍｇ 寿製薬 後発品 5.70
内用薬 2239001F1610 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 バンブロアン錠１５ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2239001F1629 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ブローミィ錠１５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.70
内用薬 2239001F1637 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコキール錠１５ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2239001F1645 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 コンズール錠１５ｍｇ 原沢製薬工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1653 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコアストマリ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2239001F1661 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコサール錠１５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
後発品 13.90

内用薬 2239001F1670 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 セルマキール錠１５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2239001F1688 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ポノフェン錠１５ｍｇ あすか製薬 後発品 5.70
内用薬 2239001F1696 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコソルバン錠１５ｍｇ 帝人ファーマ 21.80
内用薬 2239001N1020 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ムコソルバンＬカプセル 帝人ファーマ 76.20
内用薬 2239001N1046 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ゼンブロンＬカプセル４５ 全星薬品工業 後発品 41.00
内用薬 2239001N1054 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ムコソレートＬカプセル４５ 大正薬品工業 後発品 41.00
内用薬 2239001N1062 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル アントブロンＬカプセル４５ 東和薬品 後発品 43.90
内用薬 2239001N1070 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル コフノールＬカプセル４５ 日医工 後発品 45.80
内用薬 2239001N1097 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ムコセラムＬカプセル４５ 大洋薬品工業 後発品 32.10
内用薬 2239001N1100 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ポノフェンＳＲカプセル４５ あすか製薬 後発品 53.60
内用薬 2239001N1119 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４

５ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 37.30

内用薬 2239001N1127 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル フズレバンＬカプセル４５ｍｇ 辰巳化学 後発品 36.50
内用薬 2239001N1135 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
76.20

内用薬 2239001N1143 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル
４５ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 32.10

内用薬 2239001N1151 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ムコソルバンＬカプセル４５ｍｇ 帝人ファーマ 76.20
内用薬 2239001Q1026 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ ムコソルバンシロップ 帝人ファーマ 12.50
内用薬 2239001Q1107 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ アントブロンシロップ小児用０．３％ 東和薬品 後発品 5.10
内用薬 2239001Q1115 塩酸アンブロキソール 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 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1131 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ フズレバンシロップ０．３％ 辰巳化学 後発品 5.10
内用薬 2239001Q1140 塩酸アンブロキソール 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 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1158 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ サイプロールシロップ０．３％ 岩城製薬 後発品 5.10
内用薬 2239001Q1166 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ 帝人ファーマ 12.50
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内用薬 2239001R1072 塩酸アンブロキソール １．５％１ｇ 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ 帝人ファーマ 48.90
内用薬 2239001R1080 塩酸アンブロキソール １．５％１ｇ 小児用ムコソレートドライシロップ

１．５％
大正薬品工業 後発品 15.50

内用薬 2239001R1099 塩酸アンブロキソール １．５％１ｇ シンセラキンＤ．Ｓ．小児用１．５％ ニプロジェネファ 後発品 16.30
内用薬 2239001R1102 塩酸アンブロキソール 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 後発品 45.90

内用薬 2239001R1110 塩酸アンブロキソール 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

50.80

内用薬 2239001R2028 塩酸アンブロキソール ３％１ｇ プルスマリンＡ３％ＤＳ 高田製薬 後発品 35.40
内用薬 2239001R2044 塩酸アンブロキソール ３％１ｇ ムコソルバンＤＳ３％ 帝人ファーマ 92.80
内用薬 2239001S1015 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ 塩酸アンブロキソール０．７５％液 後発品 5.80
内用薬 2239001S1023 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ ムコソルバン液 帝人ファーマ 28.50
内用薬 2239001S1074 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ 塩酸アンブロキソール内用液０．７

５％「ＰＨ」
キョーリンリメ
ディオ

後発品 6.20

内用薬 2239001S1082 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７
５％「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 6.80

内用薬 2239001S1090 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７
５％「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.60

内用薬 2239001S1112 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ ムコソルバン内用液０．７５％ 帝人ファーマ 28.50
内用薬 2239001S1120 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７

５％「タナベ」
長生堂製薬 後発品 6.80

内用薬 2239001S2038 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ ブローミィ内服液０．３％ 日医工ファーマ 後発品 10.90
内用薬 2241001X1010 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水 16.30
内用薬 2241001X1053 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水　シオエ シオエ製薬 17.00
内用薬 2241001X1100 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水「マルイシ」 丸石製薬 17.00
内用薬 2241001X1118 キョウニン水 １０ｍＬ 局 ※ キョウニン水（山善） 山善製薬 17.00
内用薬 2241001X1142 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水「ＪＧ」 日本ジェネリック 17.00
内用薬 2241002B1026 シャゼンソウエキス １ｇ フスタギン末 第一三共 6.20
内用薬 2241002S1026 シャゼンソウエキス １０ｍＬ フスタギン液 第一三共 23.80
内用薬 2241003B1039 オウヒエキス １ｇ ブロチン末６．６％ 第一三共 6.20
内用薬 2241003S1020 オウヒエキス １０ｍＬ サリパラ液 丸石製薬 後発品 20.60
内用薬 2241003S1047 オウヒエキス １０ｍＬ ブロチン液３．３％ 第一三共 24.30
内用薬 2241003S1055 オウヒエキス １０ｍＬ ブロチンシロップ３．３％ 第一三共 24.30
内用薬 2242001B2017 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％ 7.90
内用薬 2242001B2041 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「コトブキ」 寿製薬 8.10
内用薬 2242001B2106 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「タケダ」 武田薬品工業 8.90
内用薬 2242001B2122 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％〈ハチ〉 東洋製薬化成 8.30
内用薬 2242001B2149 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「フソー」 扶桑薬品工業 8.90
内用薬 2242001B2173 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「ホエイ」 マイラン製薬 8.10
内用薬 2242001B2203 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「イワキ」 岩城製薬 8.30
内用薬 2242001B2211 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「メタル」 中北薬品 9.30
内用薬 2242001B2238 リン酸コデイン １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「シオエ」 シオエ製薬 8.60
内用薬 2242001B2246 リン酸コデイン １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タカタ」 高田製薬 8.10
内用薬 2242001B2254 リン酸コデイン １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タナベ」 田辺三菱製薬工場 8.90
内用薬 2242001B2270 リン酸コデイン １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「マルイシ」 丸石製薬 8.90
内用薬 2242001B2289 リン酸コデイン １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「第一三共」 第一三共 8.90
内用薬 2242001B2300 リン酸コデイン １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タケダ」 武田薬品工業 8.90
内用薬 2242001F1012 リン酸コデイン ５ｍｇ１錠 局 リン酸コデイン錠 10.90
内用薬 2242002B2011 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％ 8.50
内用薬 2242002B2020 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ヒドロコデイン散「イセイ」 イセイ 9.10
内用薬 2242002B2097 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「タケ

ダ」
武田薬品工業 9.10

内用薬 2242002B2100 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％〈ハ
チ〉

東洋製薬化成 9.20
内用薬 2242002B2127 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「フ

ソー」
扶桑薬品工業 9.10

内用薬 2242002B2151 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「ホエ
イ」

マイラン製薬 8.70

内用薬 2242002B2186 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「イワ
キ」

岩城製薬 9.10

内用薬 2242002B2194 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「メタ
ル」

中北薬品 8.70

内用薬 2242002B2216 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「シ
オエ」

シオエ製薬 9.20

内用薬 2242002B2224 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「タ
カタ」

高田製薬 9.10

内用薬 2242002B2240 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「マ
ルイシ」

丸石製薬 9.10

内用薬 2242002B2259 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「第
一三共」

第一三共 9.20

内用薬 2242002B2267 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「イ
セイ」

イセイ 9.10

内用薬 2242002B2275 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「タ
ケダ」

武田薬品工業 9.10

内用薬 2249001C1033 塩酸エプラジノン １０％１ｇ レスプレン細粒１０％ 中外製薬 23.30
内用薬 2249001F1030 塩酸エプラジノン ５ｍｇ１錠 レスプレン錠５ｍｇ 中外製薬 5.70
内用薬 2249001F2079 塩酸エプラジノン ２０ｍｇ１錠 レスプレン錠２０ｍｇ 中外製薬 5.70
内用薬 2249001F3032 塩酸エプラジノン ３０ｍｇ１錠 レスプレン錠３０ｍｇ 中外製薬 6.90
内用薬 2249002A1029 グアイフェネシン ５０％１ｇ フストジル末 京都薬品工業 7.00
内用薬 2249002F2022 グアイフェネシン １００ｍｇ１錠 フストジル錠 京都薬品工業 後発品 5.70
内用薬 2249003B1037 ヒベンズ酸チペピジン １０％１ｇ アスベリン散１０％ 田辺三菱製薬 11.50
内用薬 2249003F1012 ヒベンズ酸チペピジン １０ｍｇ１錠 局 ヒベンズ酸チペピジン錠 9.60
内用薬 2249003F2019 ヒベンズ酸チペピジン ２０ｍｇ１錠 局 ヒベンズ酸チペピジン錠 9.60
内用薬 2249003Q1048 ヒベンズ酸チペピジン ０．５％１０ｍＬ アスベリンシロップ０．５％ 田辺三菱製薬 20.40
内用薬 2249003Q1056 ヒベンズ酸チペピジン ０．５％１０ｍＬ アスワートシロップ０．５％ 大洋薬品工業 後発品 12.70
内用薬 2249003Q2036 ヒベンズ酸チペピジン ２％１ｍＬ コフデニンＡシロップ「調剤用」 大洋薬品工業 後発品 5.00
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内用薬 2249003Q2044 ヒベンズ酸チペピジン ２％１ｍＬ アスベリンシロップ「調剤用」２％ 田辺三菱製薬 6.70
内用薬 2249003R1043 ヒベンズ酸チペピジン ２％１ｇ アスベリンドライシロップ２％ 田辺三菱製薬 6.70
内用薬 2249102B1022 鎮咳去たん配合剤 １ｇ ※ オピセゾールコデイン散（日医工

ファーマ）
日医工ファーマ 6.60

内用薬 2249103S1027 鎮咳去たん配合剤 １ｍＬ ※ オピセゾールコデイン液（日医工
ファーマ）

日医工ファーマ 3.80

内用薬 2249104S1021 オウヒエキス・リン酸コ
デイン

１ｍＬ 濃厚ブロチンコデイン液 第一三共 4.40

内用薬 2249104S1030 オウヒエキス・リン酸コ
デイン

１ｍＬ サリパラ・コデイン液 丸石製薬 後発品 3.70

内用薬 2249104S1048 オウヒエキス・リン酸コ
デイン

１ｍＬ 濃厚ブロチンコデイン配合シロップ 第一三共 4.40

内用薬 2249105Q1029 ジヒドロコデイン・エ
フェドリン配合剤

１０ｍＬ セキコデシロップ 日医工 26.00

内用薬 2249105Q1037 ジヒドロコデイン・エ
フェドリン配合剤

１０ｍＬ セキコデ配合シロップ 日医工 26.00

内用薬 2249106Q1023 臭化水素酸デキストロメ
トルファン・クレゾール
スルホン酸カリウム

１０ｍＬ メジコンシロップ 塩野義製薬 24.10

内用薬 2249106Q1058 臭化水素酸デキストロメ
トルファン・クレゾール
スルホン酸カリウム

１０ｍＬ メゼックシロップ 大洋薬品工業 後発品 16.60

内用薬 2249106Q1066 臭化水素酸デキストロメ
トルファン・クレゾール
スルホン酸カリウム

１０ｍＬ メジコン配合シロップ 塩野義製薬 24.10

内用薬 2249106Q1074 臭化水素酸デキストロメ
トルファン・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 後発品 16.60

内用薬 2249107B1025 鎮咳去たん配合剤 １ｇ オピセゾールＡ散 日医工ファーマ 5.90
内用薬 2249107S1025 鎮咳去たん配合剤 １０ｍＬ オピセゾールＡ液 日医工ファーマ 18.90
内用薬 2251001D1053 テオフィリン ２０％１ｇ スロービッド顆粒２０％ サンド 後発品 22.90
内用薬 2251001D1061 テオフィリン ２０％１ｇ テオドール顆粒２０％ 田辺三菱製薬 22.90
内用薬 2251001D2025 テオフィリン ５０％１ｇ テオロング顆粒５０％ エーザイ 後発品 42.10
内用薬 2251001F1038 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオロング錠５０ｍｇ エーザイ 8.50
内用薬 2251001F1046 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオドール錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 8.20
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 後発品 5.60
内用薬 2251001F2034 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオスロー錠１００ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2251001F2050 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオロング錠１００ｍｇ エーザイ 13.30
内用薬 2251001F2069 テオフィリン １００ｍｇ１錠 フレムフィリン錠１００ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2251001F2093 テオフィリン １００ｍｇ１錠 チルミン錠１００ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2251001F2107 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テルダン錠１００ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2251001F2115 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオドール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 12.40
内用薬 2251001F2123 テオフィリン １００ｍｇ１錠 セキロイド錠１００ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2251001F2131 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオスロー錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2251001F3022 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオスロー錠２００ 共和薬品工業 後発品 7.00
内用薬 2251001F3049 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオロング錠２００ｍｇ エーザイ 20.50
内用薬 2251001F3057 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 フレムフィリン錠２００ 大正薬品工業 後発品 5.90
内用薬 2251001F3073 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テルダン錠２００ 大洋薬品工業 後発品 7.00
内用薬 2251001F3081 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオドール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 19.40
内用薬 2251001F3090 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオスロー錠２００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 7.00
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 後発品 5.90
内用薬 2251001G1025 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ユニコン錠２００ 日医工 19.70
内用薬 2251001G1076 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 大塚製薬 24.50
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 後発品 6.90
内用薬 2251001G2013 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフィリン４００ｍｇ徐放錠 後発品 7.90
内用薬 2251001G2021 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ユニコン錠４００ 日医工 30.40
内用薬 2251001G2064 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ 大塚製薬 39.30
内用薬 2251001G3036 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニコン錠１００ 日医工 10.20
内用薬 2251001G3044 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠１００ｍｇ 大塚製薬 15.20
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 後発品 6.00
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 後発品 11.90
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 後発品 18.00
内用薬 2251001Q1039 テオフィリン ２％１ｍＬ テオドールシロップ２％ 田辺三菱製薬 11.90
内用薬 2251001R1026 テオフィリン ２０％１ｇ テオドールドライシロップ２０％ 田辺三菱製薬 108.10
内用薬 2251001R1034 テオフィリン ２０％１ｇ アーデフィリンＤＳ２０％ 沢井製薬 後発品 60.50
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 後発品 63.30
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 後発品 52.80
内用薬 2251001R1069 テオフィリン ２０％１ｇ テルバンスＤＳ２０％ メディサ新薬 後発品 73.70
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 後発品 40.90
内用薬 2251001R1085 テオフィリン ２０％１ｇ スロービッドドライシロップ２０％ サンド 後発品 62.00
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 後発品 39.40

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２
０％「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 43.00

内用薬 2251001S1028 テオフィリン １０ｍｇ２．５ｍＬ１
筒

アプネカット経口１０ｍｇ 興和 1,157.90
内用薬 2252002F1030 硫酸オルシプレナリン １０ｍｇ１錠 アロテック錠１０ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
7.00

内用薬 2252003C1054 硫酸テルブタリン １％１ｇ コンボン細粒１％ 辰巳化学 後発品 11.30
内用薬 2252003F1077 硫酸テルブタリン ２ｍｇ１錠 コンボン錠２ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2252003F1085 硫酸テルブタリン ２ｍｇ１錠 ブリカニール錠２ｍｇ アストラゼネカ 7.00
内用薬 2252003Q1035 硫酸テルブタリン ０．０５％１ｍＬ ブリカニールシロップ０．５ｍｇ／ｍ

Ｌ
アストラゼネカ 7.10

内用薬 2252006F1046 臭化水素酸フェノテロー
ル

２．５ｍｇ１錠 エミテックス錠 長生堂製薬 後発品 6.00
内用薬 2252006F1062 臭化水素酸フェノテロー

ル
２．５ｍｇ１錠 シオベテック錠２．５ｍｇ シオノケミカル 後発品 6.20
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内用薬 2252006F1070 臭化水素酸フェノテロー
ル

２．５ｍｇ１錠 ベロテック錠２．５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

21.10

内用薬 2252006F1089 臭化水素酸フェノテロー
ル

２．５ｍｇ１錠 ポルボノール錠２．５ｍｇ ローマン工業 後発品 8.50
内用薬 2252006F1097 臭化水素酸フェノテロー

ル
２．５ｍｇ１錠 フェノテロール臭化水素酸塩錠２．５

ｍｇ「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 6.00

内用薬 2252006Q1039 臭化水素酸フェノテロー
ル

０．０５％１ｍＬ エミテックスシロップ 長生堂製薬 後発品 5.50
内用薬 2252006Q1047 臭化水素酸フェノテロー

ル
０．０５％１ｍＬ モンブルトシロップ 日新製薬（山形） 後発品 6.40

内用薬 2252006Q1055 臭化水素酸フェノテロー
ル

０．０５％１ｍＬ ベロテックシロップ０．０５％ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

9.50

内用薬 2252006Q1063 臭化水素酸フェノテロー
ル

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 後発品 5.50

内用薬 2252006Q1071 臭化水素酸フェノテロー
ル

０．０５％１ｍＬ モンブルトシロップ０．０５％ 日新製薬（山形） 後発品 6.40
内用薬 2252006R1026 臭化水素酸フェノテロー

ル
０．２５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．２

５％
高田製薬 後発品 34.00

内用薬 2252006R2022 臭化水素酸フェノテロー
ル

０．５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．５％ 高田製薬 後発品 56.70
内用薬 2252006R2030 臭化水素酸フェノテロー

ル
０．５％１ｇ ウガコールドライシロップ０．５％ 大原薬品工業 後発品 40.00

内用薬 2254001F1056 硫酸サルブタモール ２ｍｇ１錠 チボリン錠２ 共和薬品工業 後発品 5.40
内用薬 2254001F1080 硫酸サルブタモール ２ｍｇ１錠 アスタージス錠２ｍｇ 日医工 後発品 5.40
内用薬 2254001F1099 硫酸サルブタモール ２ｍｇ１錠 ベネトリン錠２ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
7.30

内用薬 2254001Q1073 硫酸サルブタモール ０．０４％１ｍＬ ベネトリンシロップ０．０４％ グラクソ・スミス
クライン

5.50

内用薬 2254001R1036 硫酸サルブタモール ０．２％１ｇ レナピリンＤＳ０．２％ 高田製薬 後発品 5.90
内用薬 2254001R2024 硫酸サルブタモール ０．２４％１ｇ チボリンドライシロップ 共和薬品工業 後発品 6.70
内用薬 2259001F1044 塩酸メトキシフェナミン １００ｍｇ１錠 メトキシフェナミン塩酸塩錠１００ｍ

ｇ「トーワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2259002F1065 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 ホクナリン錠１ｍｇ アボットジャパン 19.00
内用薬 2259002F1073 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 セキナリン錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2259002F1081 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 ツロブテロール塩酸塩錠１ｍｇ「オー

ハラ」
大原薬品工業 後発品 6.10

内用薬 2259002F1090 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 ベラチン錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 19.00
内用薬 2259002R1061 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ホクナリンドライシロップ０．１％小

児用
アボットジャパン 34.60

内用薬 2259002R1070 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ツロブニストＤＳ０．１％ 高田製薬 後発品 9.50
内用薬 2259002R1088 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ セキナリンＤＳ小児用０．１％ 東和薬品 後発品 9.70
内用薬 2259002R1096 塩酸ツロブテロール 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 後発品 9.70

内用薬 2259002R1100 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ベラチンドライシロップ小児用０．
１％

田辺三菱製薬 34.60
内用薬 2259003B1041 塩酸トリメトキノール １％１ｇ イノリン散１％ 田辺三菱製薬 34.50
内用薬 2259003F1124 塩酸トリメトキノール ３ｍｇ１錠 イノリン錠３ｍｇ 田辺三菱製薬 15.30
内用薬 2259003F1132 塩酸トリメトキノール ３ｍｇ１錠 カルヨン錠３ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2259003F1140 塩酸トリメトキノール ３ｍｇ１錠 トスメリアン錠３ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2259003Q1095 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ イノリンシロップ０．１％ 田辺三菱製薬 9.50
内用薬 2259003Q1109 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ カルヨンシロップ０．１％ 辰巳化学 後発品 3.90
内用薬 2259003Q1125 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ トスメリアンシロップ小児用０．１％ 東和薬品 後発品 3.90
内用薬 2259004D1047 塩酸プロカテロール ０．０１％１ｇ メプチン顆粒０．０１％ 大塚製薬 57.30
内用薬 2259004D1055 塩酸プロカテロール ０．０１％１ｇ スタビント顆粒０．０１％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 16.60

内用薬 2259004F1030 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 プロカプチン錠２５ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2259004F1056 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 ブリージン錠２５μｇ 共和薬品工業 後発品 5.80
内用薬 2259004F1064 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 カプテレノール錠０．０２５ 日医工ファーマ 後発品 5.80
内用薬 2259004F1080 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 マーヨン錠「２５μｇ」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2259004F1099 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 スタビント錠２５ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.80

内用薬 2259004F1110 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 メプチンミニ錠２５μｇ 大塚製薬 19.80
内用薬 2259004F1129 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 エプカロール錠２５μｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2259004F1137 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 メチレフト錠２５ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2259004F2010 塩酸プロカテロール ０．０５ｍｇ１錠 塩酸プロカテロール０．０５ｍｇ錠 後発品 6.00
内用薬 2259004F2079 塩酸プロカテロール ０．０５ｍｇ１錠 ブリージン錠５０μｇ 共和薬品工業 後発品 6.90
内用薬 2259004F2095 塩酸プロカテロール ０．０５ｍｇ１錠 スタビント錠５０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.90

内用薬 2259004F2168 塩酸プロカテロール ０．０５ｍｇ１錠 メプチン錠５０μｇ 大塚製薬 32.00
内用薬 2259004Q1111 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 大塚製薬 8.80
内用薬 2259004Q1120 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ エプカロールシロップ５μｇ／ｍＬ 東和薬品 後発品 3.80
内用薬 2259004Q1138 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ メチレフトシロップ５μｇ／ｍＬ 沢井製薬 後発品 3.80
内用薬 2259004Q1146 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ プロカプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 大正薬品工業 後発品 3.80
内用薬 2259004Q1154 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ カプテレノールシロップ５μｇ／ｍＬ 日医工ファーマ 後発品 3.80
内用薬 2259004Q1162 塩酸プロカテロール 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 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1170 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ レンブリスシロップ５μｇ／ｍＬ 日新製薬（山形） 後発品 3.80
内用薬 2259004R1028 塩酸プロカテロール ０．０１％１ｇ エステルチンドライシロップ０．０

１％
高田製薬 後発品 61.80

内用薬 2259004R2024 塩酸プロカテロール ０．００５％１ｇ メプチンドライシロップ０．００５％ 大塚製薬 81.70
内用薬 2259005F1026 フマル酸ホルモテロール ４０μｇ１錠 アトック錠４０μｇ アステラス製薬 20.80
内用薬 2259005R1030 フマル酸ホルモテロール ０．００４％１ｇ アトックドライシロップ４０μｇ アステラス製薬 33.20
内用薬 2259006D1020 塩酸クレンブテロール ０．００２％１ｇ スピロペント顆粒 帝人ファーマ 34.70
内用薬 2259006D1038 塩酸クレンブテロール ０．００２％１ｇ スピロペント顆粒０．００２％ 帝人ファーマ 34.70
内用薬 2259006F1020 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 スピロペント錠 帝人ファーマ 17.30
内用薬 2259006F1055 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 アルバプロール錠 大洋薬品工業 後発品 6.10
内用薬 2259006F1063 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 トニール錠１０μｇ 原沢製薬工業 後発品 6.30
内用薬 2259006F1071 塩酸クレンブテロール 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 後発品 6.10

内用薬 2259006F1080 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 スピロペント錠１０μｇ 帝人ファーマ 17.30
内用薬 2259007F1025 塩酸マブテロール ２５μｇ１錠 ブロンコリン錠２５ 科研製薬 21.80
内用薬 2259007F2030 塩酸マブテロール ５０μｇ１錠 ブロンコリン錠５０ 科研製薬 38.00
内用薬 2259100P1035 塩酸イソプロテレノー

ル・プロナーゼ
１カプセル イソパール・Ｐカプセル 科研製薬 後発品 14.90
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内用薬 2312001X1014 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン 6.90
内用薬 2312001X1057 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン「ケンエー」 健栄製薬 7.40
内用薬 2312001X1065 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン「三恵」 三恵薬品 7.40
内用薬 2312001X1073 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン　シオエ シオエ製薬 8.10
内用薬 2312001X1081 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 「純生」タンナルビン 純生薬品工業 7.40
内用薬 2312001X1090 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン〈ハチ〉 東洋製薬化成 8.10
内用薬 2312001X1138 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 ※ タンニン酸アルブミン（丸石） 丸石製薬 7.60
内用薬 2312001X1162 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 ※ タンニン酸アルブミン（山善） 山善製薬 7.60
内用薬 2312001X1189 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンナルビン「ヨシダ」 吉田製薬 8.30
内用薬 2312001X1235 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン原末「マルイ

シ」
丸石製薬 7.60

内用薬 2314002F1034 塩化ベルベリン ５０ｍｇ１錠 塩化ベルベリン錠５０ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 後発品 5.80
内用薬 2314002F2022 塩化ベルベリン １００ｍｇ１錠 キョウベリン錠１００ 大峰堂薬品工業 後発品 9.80
内用薬 2315002X1010 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス 8.60
内用薬 2315002X1029 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（岩城） 岩城製薬 9.10
内用薬 2315002X1045 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス．ＯＹ 日医工ファーマ 9.50
内用薬 2315002X1053 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ケンエー」 健栄製薬 10.10
内用薬 2315002X1070 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「三恵」 三恵薬品 9.10
内用薬 2315002X1088 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス　シオエ シオエ製薬 10.10
内用薬 2315002X1096 次硝酸ビスマス １ｇ 局 「純生」硝ビス 純生薬品工業 10.10
内用薬 2315002X1118 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（東海製薬） 東海製薬 10.10
内用薬 2315002X1126 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「メタル」 中北薬品 9.80
内用薬 2315002X1134 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ホエイ」 マイラン製薬 10.30
内用薬 2315002X1215 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ニッコー」 日興製薬 9.80
内用薬 2315002X1240 次硝酸ビスマス １ｇ 局 硝ビス「ヨシダ」 吉田製薬 10.30
内用薬 2315002X1258 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ビスミット「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 9.50
内用薬 2315002X1266 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（山善） 山善製薬 10.30
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 後発品 13.10
内用薬 2316002B1037 耐性乳酸菌 １ｇ エントモール散 長生堂製薬 後発品 6.20
内用薬 2316002B1045 耐性乳酸菌 １ｇ エンテロノン－Ｒ散 味の素 6.20
内用薬 2316003B1023 ビフィズス菌 １ｇ ビオスミン ビオフェルミン製

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 後発品 6.20
内用薬 2316003B1058 ビフィズス菌 １ｇ ビオスミン配合散 ビオフェルミン製

薬
6.20

内用薬 2316004B1028 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ ビオフェルミン製
薬

後発品 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

後発品 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

後発品 6.10

内用薬 2316005B1022 カゼイ菌 １ｇ ビオラクチス散 ヤクルト本社 後発品 6.20
内用薬 2316007A1034 ビフィズス菌 １ｇ ビフィダー散２％ 科研製薬 6.20
内用薬 2316009C1026 酪酸菌 １ｇ ミヤＢＭ細粒 ミヤリサン製薬 6.30
内用薬 2316009F1022 酪酸菌 １錠 ミヤＢＭ錠 ミヤリサン製薬 5.70
内用薬 2316010A1028 ビフィズス菌 １ｇ ミルフリーズ－５ 日本凍結乾燥研究

所
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 後発品 6.20
内用薬 2316012A1051 ラクトミン １ｇ ビオフェルミン ビオフェルミン製

薬
6.20

内用薬 2316012A1060 ラクトミン １ｇ ビオラクト 三恵薬品 6.20
内用薬 2316012A1078 ラクトミン １ｇ フソウラクトミン末 扶桑薬品工業 6.20
内用薬 2316012A1086 ラクトミン １ｇ マルイシラクトミン 丸石製薬 6.20
内用薬 2316012A1094 ラクトミン １ｇ ビフラミン末 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316012A1108 ラクトミン １ｇ ラクトミン「イセイ」 イセイ 後発品 6.20
内用薬 2316012A1116 ラクトミン １ｇ アタバニン散 日東薬品工業 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 後発品 6.20
内用薬 2316012A1132 ラクトミン １ｇ ビオフェルミン配合散 ビオフェルミン製

薬
6.20

内用薬 2316012A1140 ラクトミン １ｇ ラクトミン散「イセイ」 イセイ 後発品 6.20
内用薬 2316012A1159 ラクトミン １ｇ ラクトミン末「マルイシ」 丸石製薬 6.20
内用薬 2316013B1035 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラクボン散２％ 第一三共 6.20
内用薬 2316014B1030 ビフィズス菌 １％１ｇ ラックビー微粒Ｎ 興和 6.20
内用薬 2316015B1026 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラックメロン「イセイ」 イセイ 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 2316016B1039 耐性乳酸菌 １ｇ レベニン散 わかもと製薬 後発品 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 後発品 5.70
内用薬 2316017B1033 酪酸菌 １ｇ ビオスリー散 東亜薬品工業 6.20
内用薬 2316017B1041 酪酸菌 １ｇ ビオスリー配合散 東亜薬品工業 6.20
内用薬 2316017F1027 酪酸菌 １錠 ビオスリー錠 東亜薬品工業 5.80
内用薬 2316017F1035 酪酸菌 １錠 ビオスリー配合錠 東亜薬品工業 5.80
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 後発品 6.20
内用薬 2316019B1024 耐性乳酸菌 １ｇ ラックビーＲ 興和 後発品 6.20
内用薬 2316019B1040 耐性乳酸菌 １ｇ コレポリーＲ散１０％ 東和薬品 後発品 6.20
内用薬 2316019B1059 耐性乳酸菌 １ｇ ラックビーＲ散 興和 後発品 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
後発品 5.90

内用薬 2318001B1037 ジメチコン １０％１ｇ ガスコン散１０％ キッセイ薬品工業 8.50
内用薬 2318001C1032 ジメチコン １０％１ｇ ナイスタール細粒１０％ 日本ユニバーサル

薬品
後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2318001F1063 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスコン錠４０ｍｇ キッセイ薬品工業 5.90
内用薬 2318001F1187 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスサール錠４０ｍｇ 東和薬品 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 後発品 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 後発品 5.60

49 / 127 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

内用薬 2318001F1217 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ナイスタール錠４０ｍｇ 日本ユニバーサル
薬品

後発品 5.60

内用薬 2318001F3023 ジメチコン ８０ｍｇ１錠 ガスコン錠８０ｍｇ キッセイ薬品工業 6.30
内用薬 2318001Q1072 ジメチコン ２％１ｍＬ バルギン消泡液 共成製薬 後発品 2.60
内用薬 2318001Q1080 ジメチコン ２％１ｍＬ ガスコンドロップ内用液２％ キッセイ薬品工業 3.90
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 後発品 3.50
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 後発品 3.90
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 後発品 2.60
内用薬 2319001B1026 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペジャスト散 鶴原製薬 後発品 8.60
内用薬 2319001C1080 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペミン小児用細粒０．０５％ ヤンセンファーマ 62.00
内用薬 2319001C1099 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロンバニン小児用細粒０．０５％ 辰巳化学 後発品 18.20
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 後発品 16.10
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０．０

５％「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 15.90

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 後発品 9.70
内用薬 2319001C2044 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ カグダリン細粒 寿製薬 後発品 16.20
内用薬 2319001C2060 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペミン細粒０．１％ ヤンセンファーマ 61.80
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 後発品 16.20
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 後発品 33.00
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 後発品 50.80
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 後発品 15.80
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 後発品 8.90
内用薬 2319001M1132 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル カグダリンカプセル 寿製薬 後発品 12.30
内用薬 2319001M1213 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペミンカプセル１ｍｇ ヤンセンファーマ 58.10
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 後発品 15.50
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 後発品 15.10
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 後発品 12.30
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 後発品 26.20

内用薬 2319002X1010 乳酸 １０ｇ 局 乳酸 23.00
内用薬 2319002X1044 乳酸 １０ｇ 局 乳酸「ケンエー」 健栄製薬 24.90
内用薬 2319003X1014 薬用炭 １ｇ 局 薬用炭 8.10
内用薬 2319100F1030 塩化ベルベリン・ゲンノ

ショウコエキス
１錠 フェロミック錠 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2319100F1048 塩化ベルベリン・ゲンノ
ショウコエキス

１錠 リーダイＡ錠 大洋薬品工業 後発品 5.70

内用薬 2319100F1056 塩化ベルベリン・ゲンノ
ショウコエキス

１錠 フェロベリン錠 シェリング・プラ
ウ

8.00

内用薬 2319100F1064 塩化ベルベリン・ゲンノ
ショウコエキス

１錠 フェロベリン配合錠 シェリング・プラ
ウ

8.00

内用薬 2319100F1072 塩化ベルベリン・ゲンノ
ショウコエキス

１錠 フェロミック配合錠 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2321001D1033 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５％１ｇ キャベジンＵコーワ顆粒２５％ 興和 8.00

内用薬 2321001F1034 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 大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2321001F1042 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５ｍｇ１錠 キャベジンＵコーワ錠２５ｍｇ 興和 5.80

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 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 2322001D1294 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ グルミン顆粒９９％ 協和発酵キリン 6.20
内用薬 2323001C2020 アズレンスルホン酸ナト

リウム
０．４％１ｇ アズノール細粒（０．４％） 日本新薬 11.00

内用薬 2323001C2047 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ ノズレン細粒０．４％ 日本ユニバーサル
薬品

後発品 6.60

内用薬 2323001C3027 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ アズノール細粒（１％） 日本新薬 18.50

内用薬 2323001C3043 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ ノズレン細粒１％ 日本ユニバーサル
薬品

後発品 10.80

内用薬 2323001D3057 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ アテネレン顆粒１％ 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2323001D3065 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ 水溶性アズレン顆粒１％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2323001F1217 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 水溶性アズレン錠２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.00

内用薬 2323001F1225 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 アズノール錠２ｍｇ 日本新薬 7.20

内用薬 2323001F1233 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 水溶性アズレン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00

内用薬 2323001F1241 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 アテネレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2323002D1024 エグアレンナトリウム ２．５％１ｇ アズロキサ顆粒 寿製薬 76.90
内用薬 2323002D1032 エグアレンナトリウム ２．５％１ｇ アズロキサ顆粒２．５％ 寿製薬 76.90
内用薬 2325001C1029 シメチジン ２０％１ｇ アルカメット細粒２０％ 長生堂製薬 後発品 6.20
内用薬 2325001C1053 シメチジン ２０％１ｇ タガメット細粒２０％ 大日本住友製薬 24.00
内用薬 2325001C1088 シメチジン ２０％１ｇ チスタメット細粒２０％ 鶴原製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 2325001C2033 シメチジン ４０％１ｇ ストマチジン細粒４０％ 大正薬品工業 後発品 7.60
内用薬 2325001C2084 シメチジン ４０％１ｇ チーカプト細粒４０％ 東和薬品 後発品 7.80
内用薬 2325001C2092 シメチジン ４０％１ｇ カイロック細粒４０％ 藤本製薬 23.10
内用薬 2325001F1041 シメチジン ２００ｍｇ１錠 アルカメット錠２００ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1149 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチパール錠２００ 沢井製薬 後発品 5.60
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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 後発品 5.60
内用薬 2325001F1211 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タガメット錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 21.90
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 後発品 5.70
内用薬 2325001F1343 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠「クニヒロ」２００ｍｇ 皇漢堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1360 シメチジン ２００ｍｇ１錠 カイロック錠２００ 藤本製薬 後発品 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 後発品 5.70
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
後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2325001F1416 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タカミジン錠２００ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1424 シメチジン ２００ｍｇ１錠 イクロール錠２００ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2325001F1432 シメチジン ２００ｍｇ１錠 エスメラルダ錠２００ 陽進堂 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2325001F1459 シメチジン ２００ｍｇ１錠 チーカプト錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2325001F1467 シメチジン ２００ｍｇ１錠 アルキオーネ錠２００ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2325001F1475 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シルカーゼット錠２００ｍｇ シオエ製薬 後発品 5.70
内用薬 2325001F1483 シメチジン ２００ｍｇ１錠 チスタメット錠２００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2325001F2013 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン４００ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 2325001F2048 シメチジン ４００ｍｇ１錠 タガメット錠４００ｍｇ 大日本住友製薬 33.00
内用薬 2325001F2080 シメチジン ４００ｍｇ１錠 タカミジン錠４００ｍｇ 高田製薬 後発品 7.30
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 後発品 7.30
内用薬 2325001S1023 シメチジン ２％１ｍＬ クリエイト内服液２００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 3.10
内用薬 2325002F1011 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 塩酸ラニチジン１５０ｍｇ錠 後発品 6.50
内用薬 2325002F1062 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラニチザン錠１５０ 日医工ファーマ 後発品 12.00
内用薬 2325002F1119 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラデン錠１５０ 沢井製薬 後発品 11.10
内用薬 2325002F1127 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラニザック錠１５０ 東和薬品 後発品 10.10
内用薬 2325002F1160 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラニタック錠１５０ 日医工 後発品 9.10
内用薬 2325002F1186 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ブラウリベラ錠１５０ 陽進堂 後発品 15.40
内用薬 2325002F1194 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ザンタック錠１５０ グラクソ・スミス

クライン
45.00

内用薬 2325002F1216 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 14.70
内用薬 2325002F2018 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 塩酸ラニチジン７５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2325002F2026 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ザンタック錠７５ グラクソ・スミス

クライン
28.40

内用薬 2325002F2034 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラニチザン錠７５ 日医工ファーマ 後発品 7.60
内用薬 2325002F2042 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラデン錠７５ 沢井製薬 後発品 7.60
内用薬 2325002F2050 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラニザック錠７５ 東和薬品 後発品 7.00
内用薬 2325002F2085 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラニタック錠７５ 日医工 後発品 7.20
内用薬 2325002F2115 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ブラウリベラ錠７５ 陽進堂 後発品 9.00
内用薬 2325002F2123 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 10.70
内用薬 2325003B1022 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスター散１０％ アステラス製薬 267.30
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 後発品 111.40
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 後発品 127.10
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
後発品 103.60

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 後発品 111.40
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 後発品 83.90
内用薬 2325003B2029 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスター散２％ アステラス製薬 62.50
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 後発品 21.30
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 後発品 26.50
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
後発品 22.90

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 後発品 34.00
内用薬 2325003B2070 ファモチジン ２％１ｇ 局 プロゴーギュ散２％ 日医工 後発品 27.00
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 後発品 17.30
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 後発品 27.40
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 後発品 25.50
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 後発品 20.60
内用薬 2325003F1024 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスター錠１０ｍｇ アステラス製薬 31.10
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 後発品 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 後発品 12.40
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 後発品 10.30
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 後発品 9.80
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 後発品 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 後発品 16.30
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
後発品 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 後発品 18.40
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） 後発品 11.10
内用薬 2325003F1121 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 プロゴーギュ錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 11.50
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 後発品 16.30
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 後発品 15.40
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 後発品 10.30
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 後発品 15.70
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 後発品 11.50
内用薬 2325003F1202 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 モミアロン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 9.60
内用薬 2325003F2012 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠 後発品 9.60
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内用薬 2325003F2020 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスター錠２０ｍｇ アステラス製薬 53.90
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 後発品 17.70
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 後発品 18.50
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 後発品 19.70
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 後発品 15.80
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 後発品 38.30
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
後発品 13.00

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 後発品 34.20
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） 後発品 19.70
内用薬 2325003F2136 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 プロゴーギュ錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 12.60
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 後発品 30.00
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 後発品 30.00
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 後発品 13.00
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 後発品 24.80
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 後発品 15.80
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 後発品 11.10
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 後発品 12.30
内用薬 2325003F2250 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 11.10
内用薬 2325003F3035 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠１０ｍｇ アステラス製薬 31.10
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 後発品 10.10
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 後発品 9.80
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） 後発品 11.10
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 後発品 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 後発品 15.40
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 後発品 18.40
内用薬 2325003F3116 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＫＯＢ

Ａ」
日医工ファーマ 後発品 11.50

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 後発品 12.40
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 後発品 12.80
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 後発品 9.60
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 後発品 16.30
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 後発品 15.70
内用薬 2325003F3175 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 16.30

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 後発品 11.50
内用薬 2325003F4031 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠２０ｍｇ アステラス製薬 53.90
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） 後発品 19.70
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 後発品 16.20
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 後発品 15.80
内用薬 2325003F4090 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＫＯＢ

Ａ」
日医工ファーマ 後発品 15.80

内用薬 2325003F4104 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 プロゴーギュＤ錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 12.60
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 後発品 17.70
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 後発品 30.00
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 後発品 34.20
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 後発品 18.50
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 後発品 24.00
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 後発品 15.80
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 後発品 38.30
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 後発品 24.80
内用薬 2325003F4198 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 30.00

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 後発品 12.60
内用薬 2325004F1029 塩酸ロキサチジンアセ

タート
３７．５ｍｇ１錠 塩酸ロキサチジンアセタート錠３７．

５「ＫＮ」
小林化工 後発品 16.40

内用薬 2325004F2025 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１錠 塩酸ロキサチジンアセタート錠７５
「ＫＮ」

小林化工 後発品 27.70

内用薬 2325004M1028 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局 アルタットカプセル７５ あすか製薬 44.90

内用薬 2325004M1036 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局 アルギスタットカプセル７５ 大洋薬品工業 後発品 29.00

内用薬 2325004M1044 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキサチカプセル７５ 大原薬品工業 後発品 25.20

内用薬 2325004M1052 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキセタートカプセル７５ｍｇ 東和薬品 後発品 31.50

内用薬 2325004M1060 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキタットカプセル７５ｍｇ 沢井製薬 後発品 28.20

内用薬 2325004M1079 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局 ロザルタットカプセル７５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 32.60

内用薬 2325004M2024 塩酸ロキサチジンアセ
タート

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 アルタットカプセル３７．５ あすか製薬 27.20

内用薬 2325004M2032 塩酸ロキサチジンアセ
タート

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキサチカプセル３７．５ 大原薬品工業 後発品 17.10

内用薬 2325004M2040 塩酸ロキサチジンアセ
タート

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキセタートカプセル３７．５ｍｇ 東和薬品 後発品 18.40

内用薬 2325004M2059 塩酸ロキサチジンアセ
タート

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキタットカプセル３７．５ｍｇ 沢井製薬 後発品 18.40

内用薬 2325005D1022 ニザチジン １５０ｍｇ１ｇ ニザトリック顆粒１５％ 陽進堂 後発品 19.50
内用薬 2325005F1023 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザトリック錠１５０ｍｇ 陽進堂 後発品 15.00
内用薬 2325005F1031 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 アシノン錠１５０ｍｇ ゼリア新薬工業 43.70
内用薬 2325005F2020 ニザチジン ７５ｍｇ１錠 アシノン錠７５ｍｇ ゼリア新薬工業 27.20
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「ＯＨ

ＡＲＡ」
大原薬品工業 後発品 30.00

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 後発品 29.30
内用薬 2325005M1065 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 チザノンカプセル１５０ 大正薬品工業 後発品 20.10
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 後発品 20.60
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 後発品 21.00
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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 後発品 27.90
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 後発品 14.70

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 後発品 30.00

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 後発品 20.10
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「ＯＨＡ

ＲＡ」
大原薬品工業 後発品 18.00

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 後発品 18.00
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 後発品 18.70
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 後発品 12.60
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 後発品 12.10
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 後発品 12.60

内用薬 2325006F1028 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ストガー錠５ ユーシービージャ
パン

28.10

内用薬 2325006F1036 ラフチジン ５ｍｇ１錠 プロテカジン錠５ 大鵬薬品工業 26.60
内用薬 2325006F2024 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ストガー錠１０ ユーシービージャ

パン
46.80

内用薬 2325006F2032 ラフチジン １０ｍｇ１錠 プロテカジン錠１０ 大鵬薬品工業 45.20
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 後発品 10.60
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 後発品 6.20
内用薬 2329002D1044 アルジオキサ １０％１ｇ アラネトリン顆粒１０％ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2329002D1052 アルジオキサ １０％１ｇ アルサ顆粒１０％ 東和薬品 後発品 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 後発品 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 後発品 11.40
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 後発品 6.20
内用薬 2329002D3047 アルジオキサ ２５％１ｇ アルキサ顆粒２５ 小林化工 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 2329002D4221 アルジオキサ ５０％１ｇ ヨウアネート顆粒 陽進堂 後発品 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 後発品 20.40
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 後発品 15.50
内用薬 2329002D4272 アルジオキサ ５０％１ｇ フラマーゲン顆粒５０％ 日医工ファーマ 後発品 6.20
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 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 2329002F1037 アルジオキサ ５０ｍｇ１錠 アラネトリン錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 5.00
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 後発品 5.60
内用薬 2329002F2122 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルサ錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 2329002F2130 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルキサ錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.90
内用薬 2329004C1110 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ エルケー細粒 三恵薬品 後発品 13.80
内用薬 2329004C1129 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ ノイエル細粒４０％ 第一三共 24.80
内用薬 2329004C1145 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ ラクマーゼ細粒４０％ 東和薬品 後発品 14.60
内用薬 2329004C1153 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ レスラート細粒４０％ 陽進堂 後発品 13.80
内用薬 2329004M1159 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル ラクマーゼカプセル２００ｍｇ 東和薬品 後発品 9.70
内用薬 2329004M1167 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル エルグリルカプセル２００ｍｇ 辰巳化学 後発品 8.90
内用薬 2329004M1175 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル ノイエルカプセル２００ｍｇ 第一三共 14.00
内用薬 2329004M1183 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル レスラートカプセル２００ｍｇ 陽進堂 後発品 9.30
内用薬 2329005C1042 塩酸ピレンゼピン ５％１ｇ カロデリン細粒５％ 日本ケミファ 後発品 19.00
内用薬 2329005C2022 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ガストシオン細粒１０％ シオノケミカル 後発品 14.70
内用薬 2329005C2073 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ガストロゼピン細粒１０％ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
54.70

内用薬 2329005C2081 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ランクリック細粒１０％ 東和薬品 後発品 14.30
内用薬 2329005C2090 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ カロデリン細粒１０％ 日本ケミファ 後発品 28.80
内用薬 2329005F1103 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピレンゼール錠２５ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2329005F1189 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 キッカルジン錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2329005F1197 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ガタンプル錠２５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 2329005F1200 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピン錠２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2329005F1219 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医

工」
ダイト 後発品 5.70

内用薬 2329005F1227 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピロデイン錠２５ｍｇ メディサ新薬 後発品 5.70
内用薬 2329005F1235 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ストマゼピン錠２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2329005F1243 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 フォリンゼピン錠２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2329005F1251 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ガストロゼピン錠２５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
14.90

内用薬 2329005F1260 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ランクリック錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2329006C1080 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファニール細粒１０％ 大日本住友製薬 12.70
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 後発品 6.20
内用薬 2329006M1115 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファニールソフトカプセル５０ 大日本住友製薬 6.50
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 後発品 5.40
内用薬 2329006M1336 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ヨウファナート「カプセル」 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 2329006M1344 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファニールカプセル５０ 大日本住友製薬 6.50
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 後発品 5.40

内用薬 2329006M1360 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ヨウファナートカプセル５０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 2329006M2081 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファニールカプセル１００ 大日本住友製薬 12.80
内用薬 2329006M2090 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファニールソフトカプセル１００ 大日本住友製薬 12.80
内用薬 2329006M2251 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ※ ゲファルナートＳ・１００（日医工） 東海カプセル 後発品 5.70
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１００

ｍｇ「ツルハラ」
鶴原製薬 後発品 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１００
ｍｇ「東海」

東海カプセル 後発品 5.70
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内用薬 2329008C1089 スクラルファート ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2329008C1097 スクラルファート ９０％１ｇ アルサルミン細粒９０％ 中外製薬 6.80
内用薬 2329008C1100 スクラルファート ９０％１ｇ オーネスミン細粒９０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2329008C1119 スクラルファート ９０％１ｇ ツナルミン細粒９０％ 前田薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2329008C1127 スクラルファート ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2329008D1106 スクラルファート ９０％１ｇ ムッテルミン顆粒 共和薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2329008D1157 スクラルファート ９０％１ｇ ビンガスト顆粒９０％ 日医工ファーマ 後発品 6.20
内用薬 2329008D1165 スクラルファート ９０％１ｇ シューアルミン顆粒９０％ サンド 後発品 6.20
内用薬 2329008D1173 スクラルファート ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.20

内用薬 2329008F1026 スクラルファート ２５０ｍｇ１錠 アルサルミン錠 中外製薬 5.90
内用薬 2329008S1067 スクラルファート １０％１ｍＬ アルトサミン液 大洋薬品工業 後発品 3.10
内用薬 2329008S1091 スクラルファート １０％１ｍＬ テイガスト内服液１０％ 日医工ファーマ 後発品 3.10
内用薬 2329008S1105 スクラルファート １０％１ｍＬ アルサルミン内用液１０％ 中外製薬 4.10
内用薬 2329008S1113 スクラルファート １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 3.10

内用薬 2329009C2020 スルピリド １０％１ｇ アビリット細粒１０％ 大日本住友製薬 22.20
内用薬 2329009C2055 スルピリド １０％１ｇ ドグマチール細粒１０％ アステラス製薬 27.00
内用薬 2329009C2063 スルピリド １０％１ｇ ミラドール細粒１０％ バイエル薬品 20.40
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 後発品 6.20
内用薬 2329009C3078 スルピリド ５０％１ｇ ドグマチール細粒５０％ アステラス製薬 76.10
内用薬 2329009C3086 スルピリド ５０％１ｇ ミラドール細粒５０％ バイエル薬品 62.20
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 後発品 18.80
内用薬 2329009C3116 スルピリド ５０％１ｇ アビリット細粒５０％ 大日本住友製薬 66.20
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 後発品 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 後発品 6.30
内用薬 2329009F1110 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠５０ｍｇ アステラス製薬 17.00
内用薬 2329009F1144 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ミラドール錠５０ バイエル薬品 11.50
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 後発品 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 後発品 6.30
内用薬 2329009F1179 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 アビリット錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 12.60
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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.30
内用薬 2329009M1070 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ケイチール 三恵薬品 後発品 6.30
内用薬 2329009M1330 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ヨウマチール「カプセル」 陽進堂 後発品 6.30
内用薬 2329009M1356 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 アビリットカプセル５０ｍｇ 大日本住友製薬 12.50
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 後発品 6.30

内用薬 2329009M1372 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ミラドールカプセル５０ｍｇ バイエル薬品 11.10
内用薬 2329009M1380 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ドグマチールカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 17.00
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 後発品 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 後発品 6.30
内用薬 2329009M1410 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ケイチールカプセル５０ｍｇ 三恵薬品 後発品 6.30
内用薬 2329009M1429 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ヨウマチールカプセル５０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.30
内用薬 2329010F1031 プログルミド ２００ｍｇ１錠 プロミド錠２００ｍｇ 科研製薬 7.50
内用薬 2329011C1030 ソファルコン １０％１ｇ スコーウエ細粒１０％ 陽進堂 後発品 8.70
内用薬 2329011C1099 ソファルコン １０％１ｇ パランコン細粒１０％ 東和薬品 後発品 9.50
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
後発品 9.50

内用薬 2329011C1137 ソファルコン １０％１ｇ ソルドロン細粒１０％ 沢井製薬 後発品 9.50
内用薬 2329011C1145 ソファルコン １０％１ｇ ラビン細粒１０％ 辰巳化学 後発品 8.70
内用薬 2329011C1153 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 8.50
内用薬 2329011C1161 ソファルコン １０％１ｇ セスファルコ細粒１０％ 長生堂製薬 後発品 8.90
内用薬 2329011C1170 ソファルコン １０％１ｇ ソロファール細粒１０％ 小林化工 後発品 9.50
内用薬 2329011C1188 ソファルコン １０％１ｇ ファソレミン細粒１０％ 大正薬品工業 後発品 8.50
内用薬 2329011C2028 ソファルコン ２０％１ｇ ソロン細粒２０％ 大正製薬 28.70
内用薬 2329011C2036 ソファルコン ２０％１ｇ スコーウエ細粒２０％ 陽進堂 後発品 11.50
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 後発品 15.80
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 後発品 14.40
内用薬 2329011C2060 ソファルコン ２０％１ｇ ソルドロン細粒２０％ 沢井製薬 後発品 15.40
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
後発品 13.80

内用薬 2329011C2087 ソファルコン ２０％１ｇ パランコン細粒２０％ 東和薬品 後発品 15.40
内用薬 2329011C2095 ソファルコン ２０％１ｇ ラビン細粒２０％ 辰巳化学 後発品 15.00
内用薬 2329011F1028 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソロン錠５０ 大正製薬 8.60
内用薬 2329011F1036 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソルニラート錠５０ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2329011F1044 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソロファール錠５０ 小林化工 後発品 5.90
内用薬 2329011F1052 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ラビン錠５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 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 後発品 5.80
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 後発品 10.00
内用薬 2329011M2040 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ソルニラートカプセル１００ 大洋薬品工業 後発品 9.50
内用薬 2329011M2066 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ソロンカプセル１００ 大正製薬 15.10
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
後発品 10.00

内用薬 2329012C1026 テプレノン １０％１ｇ セルベックス細粒１０％ エーザイ 23.70
内用薬 2329012C1042 テプレノン １０％１ｇ アンタゴスチン細粒１０％ 陽進堂 後発品 13.00
内用薬 2329012C1069 テプレノン １０％１ｇ コバルノン細粒 日医工 後発品 12.70
内用薬 2329012C1085 テプレノン １０％１ｇ セフタック細粒１０％ 沢井製薬 後発品 16.30
内用薬 2329012C1093 テプレノン １０％１ｇ セループ細粒１０％ 大洋薬品工業 後発品 13.60
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 後発品 12.10
内用薬 2329012C1220 テプレノン １０％１ｇ デムナロン細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 14.20
内用薬 2329012C1263 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 後発品 13.60
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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 後発品 13.30
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 後発品 13.00
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
後発品 16.30

内用薬 2329012C1301 テプレノン １０％１ｇ コバルノン細粒１０％ 日医工 後発品 12.70
内用薬 2329012M1021 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セルベックスカプセル５０ｍｇ エーザイ 12.10
内用薬 2329012M1064 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル コバルノンカプセル 日医工 後発品 7.00
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 後発品 8.00
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 後発品 7.30
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 後発品 7.00
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 後発品 8.40
内用薬 2329012M1277 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＯＨＡ

ＲＡ」
大原薬品工業 後発品 7.60

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 後発品 6.60
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 後発品 8.00

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

後発品 8.40

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 後発品 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 後発品 7.00
内用薬 2329014C1033 プラウノトール ８％１ｇ ケルナック細粒８％ 第一三共 21.90
内用薬 2329014M1039 プラウノトール ８０ｍｇ１カプセル ケルナックカプセル８０ｍｇ 第一三共 22.40
内用薬 2329015C1100 トロキシピド ２０％１ｇ アプレース細粒２０％ 杏林製薬 26.00
内用薬 2329015C1119 トロキシピド ２０％１ｇ トロキシン細粒２０％ 大原薬品工業 後発品 12.50
内用薬 2329015F2022 トロキシピド １００ｍｇ１錠 アプレース錠１００ｍｇ 杏林製薬 15.40
内用薬 2329015F2120 トロキシピド １００ｍｇ１錠 トロキシピド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10
内用薬 2329015F2138 トロキシピド １００ｍｇ１錠 トロキシン錠１００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 6.10
内用薬 2329019M1040 塩酸ベネキサートベータ

デクス
２００ｍｇ１カプセル ウルグートカプセル２００ｍｇ 塩野義製薬 17.90

内用薬 2329019M1058 塩酸ベネキサートベータ
デクス

２００ｍｇ１カプセル ロンミールカプセル２００ｍｇ ナガセ医薬品 9.50

内用薬 2329020C1012 マレイン酸イルソグラジ
ン

０．８％１ｇ マレイン酸イルソグラジン０．８％細
粒

後発品 20.50
内用薬 2329020C1020 マレイン酸イルソグラジ

ン
０．８％１ｇ ガスロンＮ細粒０．８％ 日本新薬 129.10

内用薬 2329020C1098 マレイン酸イルソグラジ
ン

０．８％１ｇ 局 イルガス細粒０．８％ 日医工 後発品 20.50
内用薬 2329020C1110 マレイン酸イルソグラジ

ン
０．８％１ｇ セレガスロン細粒０．８％ 大洋薬品工業 後発品 30.30

内用薬 2329020F1019 マレイン酸イルソグラジ
ン

２ｍｇ１錠 マレイン酸イルソグラジン２ｍｇ錠 後発品 6.00
内用薬 2329020F1027 マレイン酸イルソグラジ

ン
２ｍｇ１錠 ガスロンＮ錠２ｍｇ 日本新薬 34.80

内用薬 2329020F1035 マレイン酸イルソグラジ
ン

２ｍｇ１錠 セレガスロン錠２ 大洋薬品工業 後発品 10.70
内用薬 2329020F1051 マレイン酸イルソグラジ

ン
２ｍｇ１錠 局 イノマール錠２ 沢井製薬 後発品 6.90

内用薬 2329020F1108 マレイン酸イルソグラジ
ン

２ｍｇ１錠 局 イルガス錠２ｍｇ 日医工 後発品 7.70
内用薬 2329020F2015 マレイン酸イルソグラジ

ン
４ｍｇ１錠 マレイン酸イルソグラジン４ｍｇ錠 後発品 11.50

内用薬 2329020F2023 マレイン酸イルソグラジ
ン

４ｍｇ１錠 ガスロンＮ錠４ｍｇ 日本新薬 71.00
内用薬 2329020F2031 マレイン酸イルソグラジ

ン
４ｍｇ１錠 セレガスロン錠４ 大洋薬品工業 後発品 23.90

内用薬 2329020F2074 マレイン酸イルソグラジ
ン

４ｍｇ１錠 局 イルガス錠４ｍｇ 日医工 後発品 11.50
内用薬 2329020F3020 マレイン酸イルソグラジ

ン
２ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ 日本新薬 34.80

内用薬 2329020F4026 マレイン酸イルソグラジ
ン

４ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ 日本新薬 71.00
内用薬 2329021D1020 レバミピド ２０％１ｇ ムコスタ顆粒２０％ 大塚製薬 36.30
内用薬 2329021D1039 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 24.70
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 後発品 24.70
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 後発品 24.70
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 後発品 24.70
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 後発品 24.70
内用薬 2329021F1021 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 ムコスタ錠１００ 大塚製薬 19.30
内用薬 2329021F1030 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 大原薬品工業 後発品 13.10
内用薬 2329021F1048 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 12.70

内用薬 2329021F1056 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 13.90
内用薬 2329021F1064 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 12.70
内用薬 2329021F1072 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 12.40
内用薬 2329021F1080 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 14.20
内用薬 2329021F1099 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 13.10
内用薬 2329021F1102 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 ムコスタ錠１００ｍｇ 大塚製薬 19.30
内用薬 2329021F1110 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 11.70
内用薬 2329021F1129 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 後発品 11.70
内用薬 2329021F1137 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 11.70
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） 後発品 11.70
内用薬 2329021F1153 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 11.70
内用薬 2329021F1161 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 11.70
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 後発品 11.70
内用薬 2329021F1188 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.70
内用薬 2329021F1196 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 11.70
内用薬 2329021F1200 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 11.70
内用薬 2329021F1218 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.70
内用薬 2329021F1226 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 11.70
内用薬 2329021F1234 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 11.70
内用薬 2329021F1242 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 11.70
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） 後発品 11.70
内用薬 2329021F2036 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.70
内用薬 2329021F2044 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 11.70
内用薬 2329022H1043 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラール錠２０ アストラゼネカ 169.40
内用薬 2329022H1051 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 169.40
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 後発品 75.50
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 後発品 70.40
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 後発品 58.80
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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 後発品 101.60
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 後発品 101.60
内用薬 2329022H1124 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメラップ錠２０ 日医工 後発品 89.00
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 後発品 116.70
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 後発品 81.30
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 後発品 91.90
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 後発品 81.30

内用薬 2329022H2023 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラール錠１０ アストラゼネカ 97.00
内用薬 2329022H2031 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 97.00
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 後発品 45.60
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 後発品 59.20
内用薬 2329022H2066 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメラップ錠１０ 日医工 後発品 48.40
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 後発品 62.60
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 後発品 45.60
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 後発品 58.10
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 後発品 55.00
内用薬 2329023F1020 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 タケプロンＯＤ錠１５ 武田薬品工業 104.00
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 後発品 45.40
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「Ｄ

Ｋ」
大興製薬 後発品 44.60

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 後発品 44.50

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 後発品 65.30
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 後発品 71.20

内用薬 2329023F2027 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 タケプロンＯＤ錠３０ 武田薬品工業 181.50
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 後発品 83.30
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「Ｄ

Ｋ」
大興製薬 後発品 80.80

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 後発品 80.80

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 後発品 122.10
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 後発品 124.10

内用薬 2329023M1020 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル タケプロンカプセル１５ 武田薬品工業 104.00
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 後発品 51.20
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 後発品 44.50
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 後発品 65.30
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 後発品 43.20

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 後発品 50.30
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 後発品 45.40
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 後発品 56.20

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 後発品 41.60

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 後発品 71.20

内用薬 2329023M2026 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル タケプロンカプセル３０ 武田薬品工業 181.50
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 後発品 89.70
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 後発品 80.80
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 後発品 122.10
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 後発品 70.60

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 後発品 85.80
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 後発品 83.30
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 後発品 96.10

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 後発品 77.50

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 後発品 124.10

内用薬 2329024F1025 ミソプロストール ２００μｇ１錠 サイトテック錠２００ ファイザー 38.60
内用薬 2329024F2021 ミソプロストール １００μｇ１錠 サイトテック錠１００ ファイザー 21.90
内用薬 2329025M1029 エンプロスチル ２５μｇ１カプセル カムリードカプセル２５ 田辺三菱製薬 51.00
内用薬 2329025M2025 エンプロスチル １２．５μｇ１カプセ

ル
カムリードカプセル１２．５ 田辺三菱製薬 29.50

内用薬 2329026D1031 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ 局 ガストローム顆粒６６．７％ 田辺三菱製薬 24.60
内用薬 2329026D1040 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 17.30
内用薬 2329026D1058 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 16.40
内用薬 2329026D1066 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 16.40
内用薬 2329026D1074 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 16.80

内用薬 2329026D1082 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.40
内用薬 2329026D1090 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ エカベトＮａ顆粒６６．７％「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 17.30

内用薬 2329026D1104 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ エカベトＮａ顆粒６６．７％「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 16.40

内用薬 2329026D1112 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ エカベトＮａ顆粒６６．７％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 16.80
内用薬 2329026D1120 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ エカベトＮａ顆粒６６．７％「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 17.30

内用薬 2329027D1028 ポラプレジンク １５％１ｇ プロマック顆粒１５％ ゼリア新薬工業 73.00
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 後発品 51.30
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） 後発品 51.90
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 後発品 51.90
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 後発品 51.30
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 後発品 55.50

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 後発品 53.60
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内用薬 2329027F1029 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 プロマックＤ錠７５ ゼリア新薬工業 40.70
内用薬 2329028F1023 ラベプラゾールナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 パリエット錠１０ｍｇ エーザイ 168.90

内用薬 2329028F2020 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 パリエット錠２０ｍｇ エーザイ 313.00
内用薬 2329100A1047 臭化プロパンテリン・ク

ロロフィル配合剤
１ｇ メサフィリン末 サンノーバ 6.30

内用薬 2329100B1026 臭化プロパンテリン・ク
ロロフィル配合剤

１ｇ メサフィリン配合散 サンノーバ 6.30

内用薬 2329101F1049 臭化プロパンテリン・ク
ロロフィル配合剤

１錠 メサフィリン錠 サンノーバ 6.00

内用薬 2329101F1065 臭化プロパンテリン・ク
ロロフィル配合剤

１錠 メサフィリン配合錠 サンノーバ 6.00

内用薬 2329103F1056 塩酸ピペタナート含有配
合剤

１錠 ツルピネート 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 2329104C1097 塩酸ピペタナート含有配
合剤

１ｇ パングリーンＰ イセイ 後発品 6.20

内用薬 2329104C1100 塩酸ピペタナート含有配
合剤

１ｇ ツルピネート細粒 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329104C1119 塩酸ピペタナート含有配
合剤

１ｇ ゲシュウル配合細粒 日医工ファーマ 後発品 6.20

内用薬 2329105D1038 塩酸ピペタナート含有配
合剤

１ｇ 複合エピサネートＧ顆粒 大洋薬品工業 8.00

内用薬 2329107D1029 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ コランチル顆粒 塩野義製薬 6.20

内用薬 2329107D1037 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ コサイチル顆粒 キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.90

内用薬 2329107D1053 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ レスポリックス顆粒 鶴原製薬 後発品 5.90

内用薬 2329107D1061 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ アルゲルミン顆粒 東和薬品 後発品 5.90

内用薬 2329107D1070 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ アルゲルミン配合顆粒 東和薬品 後発品 5.90

内用薬 2329107D1088 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ コサイチル配合顆粒 キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.90

内用薬 2329107D1096 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ コランチル配合顆粒 塩野義製薬 6.20

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 後発品 5.90

内用薬 2329116R1033 アルギン酸ナトリウム １ｇ アルロイドＧ－ドライ 共成製薬 26.10
内用薬 2329116R1041 アルギン酸ナトリウム １ｇ アルロイドＧ顆粒溶解用６７％ 共成製薬 26.10
内用薬 2329116S1027 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルクレイン液 鶴原製薬 後発品 7.80
内用薬 2329116S1035 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルロイドＧ 共成製薬 19.50
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 後発品 11.50
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 後発品 7.80
内用薬 2329116S1094 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルロイドＧ内用液５％ 共成製薬 19.50
内用薬 2329118A1020 カンゾウ抽出物・メタケ

イ酸アルミン酸マグネシ
１ｇ ネオ・ユモール末 アルフレッサ

ファーマ
6.20

内用薬 2329118B1026 カンゾウ抽出物・メタケ
イ酸アルミン酸マグネシ

１ｇ ネオ・ユモール配合散 アルフレッサ
ファーマ

6.20

内用薬 2329119F1022 カンゾウ抽出物・メタケ
イ酸アルミン酸マグネシ

１錠 ネオユモール錠剤 アルフレッサ
ファーマ

5.90

内用薬 2329119F1030 カンゾウ抽出物・メタケ
イ酸アルミン酸マグネシ

１錠 ネオユモール配合錠 アルフレッサ
ファーマ

5.90

内用薬 2329122C1028 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレミン細粒 ニプロファーマ 後発品 6.90

内用薬 2329122C1036 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレン・グルタミン細粒「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 後発品 7.10

内用薬 2329122C1044 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレミン配合細粒 ニプロファーマ 後発品 6.90

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

１ｇ アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭ
ＥＣ」

サンノーバ 後発品 7.10

内用薬 2329122D1031 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズクレニンＳ顆粒 長生堂製薬 後発品 6.80

内用薬 2329122D1040 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アルサズレン顆粒 扶桑薬品工業 後発品 7.30

内用薬 2329122D1058 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ウルクゾール顆粒 イセイ 後発品 6.80

内用薬 2329122D1090 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ グリクラミン顆粒 協和医療開発 後発品 6.20

内用薬 2329122D1104 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ グリマック顆粒 メディサ新薬 後発品 7.30

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

１ｇ グロリアミン顆粒 サンド 後発品 6.20

内用薬 2329122D1120 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ セダガストン顆粒 協和医療開発 後発品 7.70

内用薬 2329122D1147 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ トーワズレン顆粒 東和薬品 後発品 6.50

内用薬 2329122D1155 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ヒズレンＳ顆粒 辰巳化学 後発品 6.20

内用薬 2329122D1201 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ポドニンＳ顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.80

内用薬 2329122D1252 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ マーズレンＳ顆粒 寿製薬 16.60

内用薬 2329122D1287 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ マナミンＧＡ顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329122D1309 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ メサドリン－Ｓ顆粒 前田薬品工業 後発品 7.70

内用薬 2329122D1317 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ヨウズレンＳ顆粒 陽進堂 後発品 6.20

内用薬 2329122D1325 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ルフレン顆粒 日医工ファーマ 後発品 7.70
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内用薬 2329122D1341 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズクレニンＳ配合顆粒 長生堂製薬 後発品 6.80

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

１ｇ ウルクゾール配合顆粒 イセイ 後発品 6.80

内用薬 2329122D1368 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ グリクラミン配合顆粒 協和医療開発 後発品 6.20

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

１ｇ グリマック配合顆粒 メディサ新薬 後発品 7.30

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

１ｇ セダガストン配合顆粒 協和医療開発 後発品 7.70

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

１ｇ トーワズレン配合顆粒 東和薬品 後発品 6.50

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

１ｇ ポドニンＳ配合顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.80

内用薬 2329122D1414 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ マーズレンＳ配合顆粒 寿製薬 16.60

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

１ｇ マナミンＧＡ配合顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20

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

１ｇ メサドリンＳ配合顆粒 前田薬品工業 後発品 7.70

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

１ｇ ヨウズレンＳ配合顆粒 陽進堂 後発品 6.20

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

１ｇ ルフレン配合顆粒 日医工ファーマ 後発品 7.70

内用薬 2329122F1032 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１錠 マーズレン配合錠１．０ＥＳ 寿製薬 21.10

内用薬 2329122F2020 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１錠 マーズレン配合錠０．５ＥＳ 寿製薬 12.20

内用薬 2329122F3027 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１錠 マーズレン配合錠０．３７５ＥＳ 寿製薬 9.70

内用薬 2329125B1026 メチオニン・メタケイ酸
アルミン酸マグネシウム
配合剤

１ｇ キャベジンＵコーワ散 興和 6.00

内用薬 2329125B1034 メチオニン・メタケイ酸
アルミン酸マグネシウム
配合剤

１ｇ キャベジンＵコーワ配合散 興和 6.00

内用薬 2331001X1010 含糖ペプシン １０ｇ 局 含糖ペプシン 19.50
内用薬 2331003X1019 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ 23.90
内用薬 2331003X1043 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ．ＯＩ 日医工ファーマ 30.40
内用薬 2331003X1051 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ケンエー」 健栄製薬 31.00
内用薬 2331003X1060 ジアスターゼ １０ｇ 局 ※ ジアスターゼ（小堺） 小堺製薬 29.60
内用薬 2331003X1094 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ　シオエ シオエ製薬 31.00
内用薬 2331003X1108 ジアスターゼ １０ｇ 局 「純生」ジアス 純生薬品工業 31.00
内用薬 2331003X1132 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ〈ハチ〉 東洋製薬化成 33.90
内用薬 2331003X1140 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ホエイ」 マイラン製薬 31.00
内用薬 2331003X1183 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ．ＹＩ 山田製薬 31.00
内用薬 2331003X1191 ジアスターゼ １０ｇ 局 ※ ジアスターゼ（山善） 山善製薬 26.20
内用薬 2331003X1205 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ヤクハン」 ヤクハン製薬 31.00
内用薬 2331003X1230 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ニッコー」 日興製薬 29.60
内用薬 2331003X1248 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 30.40
内用薬 2331003X1264 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ヨシダ」 吉田製薬 31.00
内用薬 2331003X1280 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ原末「マルイシ」 丸石製薬 31.00
内用薬 2331005A1031 アスペルギルス属菌由来

消化酵素
１ｇ タカヂアスターゼ原末 第一三共 6.20

内用薬 2331006X1012 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン 6.90
内用薬 2331006X1039 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「エビス」 日興製薬 7.20
内用薬 2331006X1055 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 2331006X1063 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「三恵」 三恵薬品 7.50
内用薬 2331006X1071 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン　シオエ シオエ製薬 8.10
内用薬 2331006X1098 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.50
内用薬 2331006X1101 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ホエイ」 マイラン製薬 7.20
内用薬 2331006X1136 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン．ＹＩ 山田製薬 7.30
内用薬 2331006X1144 パンクレアチン １ｇ 局 ※ パンクレアチン（山善） 山善製薬 7.20
内用薬 2331006X1195 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ヨシダ」 吉田製薬 8.70
内用薬 2331006X1217 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン原末「マルイシ」 丸石製薬 7.30
内用薬 2332001X1017 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母 25.50
内用薬 2332001X1068 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母「ホエイ」 マイラン製薬 35.00
内用薬 2332001X1076 乾燥酵母 １０ｇ 局 ※ 乾燥酵母（山善） 山善製薬 30.60
内用薬 2332001X1084 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母エビオス アサヒフードアン

ドヘルスケア
40.10

内用薬 2333001X1014 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ 17.60
内用薬 2333001X1030 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ．ＯＹ 日医工ファーマ 18.50
内用薬 2333001X1073 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ　シオエ シオエ製薬 18.10
内用薬 2333001X1111 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ〈ハチ〉 東洋製薬化成 18.90
内用薬 2333001X1154 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキＦＭ フヂミ製薬所 18.50
内用薬 2333001X1162 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「マルイシ」 丸石製薬 18.90
内用薬 2333001X1197 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「ヤクハン」 ヤクハン製薬 18.50
内用薬 2333001X1227 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「ニッコー」 日興製薬 18.50
内用薬 2333001X1286 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「東豊」 東豊薬品 18.90
内用薬 2333002X1019 コンズランゴ流エキス １ｍＬ 局 コンズランゴ流エキス 20.70
内用薬 2333003B1032 センブリ １ｇ ※ センブリ散（純生） 純生薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2333003B1059 センブリ １ｇ ※ センブリ散（丸石） 丸石製薬 6.20
内用薬 2333004Q1013 トウヒ １０ｍＬ 局 トウヒシロップ 13.70
内用薬 2333004S1010 トウヒチンキ １ｍＬ 局 トウヒチンキ 5.80
内用薬 2333005B1015 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス散 7.30
内用薬 2333005B1066 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス散　シオエ シオエ製薬 8.50
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内用薬 2333005B1139 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス散「ニッコー」 日興製薬 7.80
内用薬 2333005X1012 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス 11.70
内用薬 2333006X1017 ホミカチンキ １０ｍＬ 局 ホミカチンキ 21.10
内用薬 2334001X1011 ケイヒ油 １ｍＬ 局 ケイヒ油 10.50
内用薬 2335001X1019 希塩酸 １０ｍＬ 局 希塩酸 8.80
内用薬 2339003B1079 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ カラシミーゼ 鶴原製薬 後発品 20.30
内用薬 2339003B1184 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ ラクチーム散５０％ わかもと製薬 後発品 19.70
内用薬 2339003B1192 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ ガランターゼ散５０％ 田辺三菱製薬 47.50
内用薬 2339003B1206 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ カラシミーゼ散５０％ 鶴原製薬 後発品 20.30
内用薬 2339003D1029 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ オリザチーム顆粒 ヤクルト本社 後発品 39.80
内用薬 2339004C1036 チラクターゼ ５０％１ｇ ミルラクト細粒５０％ 塩野義製薬 72.70
内用薬 2339101B1027 炭酸水素ナトリウム・ニ

ガキ
１ｇ 健胃散「スズ」 鈴粉末薬品 6.20

内用薬 2339101B1035 炭酸水素ナトリウム・ニ
ガキ

１ｇ 健栄の健胃散 健栄製薬 6.20

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 後発品 6.20

内用薬 2339105X1030 炭酸水素ナトリウム・ゲ
ンチアナ末配合剤

１ｇ ビットサン 本草製薬 6.20

内用薬 2339106B1011 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散 6.90
内用薬 2339106B1054 センブリ・重曹 １ｇ 局 日粉センブリ・重曹散Ｎ 日本粉末薬品 7.20
内用薬 2339106B1089 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 2339106B1100 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散　シオエ シオエ製薬 8.30
内用薬 2339106B1143 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「マルイシ」 丸石製薬 7.60
内用薬 2339106B1160 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「メタル」 中北薬品 8.80
内用薬 2339106B1178 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ヤクハン」 ヤクハン製薬 8.30
内用薬 2339106B1194 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ヨシダ」 吉田製薬 8.30
内用薬 2339106B1216 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ＪＧ」 日本ジェネリック 8.00
内用薬 2339107X1021 炭酸水素ナトリウム・ゲ

ンチアナ末配合剤
１ｇ ビアサン 本草製薬 6.20

内用薬 2339108F1098 センブリ・重曹 １錠 ※ 健胃錠（陽進堂） 陽進堂 5.90
内用薬 2339108F1101 センブリ・重曹 １錠 健胃配合錠「ＹＤ」 陽進堂 5.90
内用薬 2339113D1020 サナクターゼ配合剤 １ｇ エクセラーゼ顆粒 明治製菓 後発品 10.80
内用薬 2339113D1039 サナクターゼ配合剤 １ｇ エクセラーゼ配合顆粒 明治製菓 後発品 10.80
内用薬 2339114F1026 サナクターゼ配合剤 １錠 エクセラーゼ錠 明治製菓 後発品 5.60
内用薬 2339114F1034 サナクターゼ配合剤 １錠 エクセラーゼ配合錠 明治製菓 後発品 5.60
内用薬 2339114M1025 サナクターゼ配合剤 １カプセル エクセラーゼカプセル 明治製菓 後発品 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 明治製菓 後発品 5.60
内用薬 2339137D1026 納豆菌配合消化酵素製剤 １ｇ コンクチームＮ エムジーファーマ 後発品 6.20
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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2339147F1020 タカヂアスターゼ配合剤 １錠 タカプレックス錠 第一三共 5.60
内用薬 2339148B1031 タカヂアスターゼ配合剤 １ｇ タカプレックス配合散（重質） 第一三共 10.90
内用薬 2339149M1037 ジアスターゼ配合剤 １カプセル タフマックＥカプセル 小野薬品工業 6.70
内用薬 2339149M1045 ジアスターゼ配合剤 １カプセル タフマックＥ配合カプセル 小野薬品工業 6.70
内用薬 2339150D1021 ジアスターゼ配合剤 １ｇ タフマックＥ顆粒 小野薬品工業 12.40
内用薬 2339150D1030 ジアスターゼ配合剤 １ｇ タフマックＥ配合顆粒 小野薬品工業 12.40
内用薬 2339151C1020 納豆菌配合消化酵素製剤 １ｇ 新ドライアーゼ マイラン製薬 6.40
内用薬 2339151C1039 納豆菌配合消化酵素製剤 １ｇ ドライアーゼ配合細粒 マイラン製薬 6.40
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 後発品 5.60
内用薬 2339159M1022 ビオヂアスターゼ１００

０配合剤
１カプセル フェルターゼカプセル 佐藤薬品工業 後発品 6.30

内用薬 2339159M1030 ビオヂアスターゼ１００
０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 後発品 6.30

内用薬 2339161P1034 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル フェンラーゼカプセル 日医工 後発品 5.60

内用薬 2339161P1042 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル フェンラーゼ配合カプセル 日医工 後発品 5.60

内用薬 2339163D1029 膵臓性消化酵素配合剤 １ｇ ベリチーム顆粒 塩野義製薬 13.40
内用薬 2339163D1037 膵臓性消化酵素配合剤 １ｇ ベリチーム配合顆粒 塩野義製薬 13.40
内用薬 2339165D1028 ヒロダーゼ配合剤 １ｇ ポリトーゼ顆粒 武田薬品工業 16.30
内用薬 2339166M1022 ヒロダーゼ配合剤 １カプセル ポリトーゼカプセル 武田薬品工業 8.60
内用薬 2339177B1020 タカヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ Ｓ・Ｍ散 第一三共 6.20

内用薬 2339177B1038 タカヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ Ｓ・Ｍ配合散 第一三共 6.20

内用薬 2339178B1024 ジアスターゼ・生薬配合
剤

１ｇ ＮＩＭ散 日医工 後発品 5.60
内用薬 2339178B1040 ジアスターゼ・生薬配合

剤
１ｇ ＨＭ散 小西製薬 後発品 5.60

内用薬 2339178B1059 ジアスターゼ・生薬配合
剤

１ｇ ＯＭ散 日医工ファーマ 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.20

内用薬 2339180B1021 ジアスターゼ・生薬配合
剤

１ｇ ＦＫ散 扶桑薬品工業 6.20
内用薬 2339180B1030 ジアスターゼ・生薬配合

剤
１ｇ ＦＫ配合散 扶桑薬品工業 6.20

内用薬 2339181B1026 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ Ｍ・Ｍ散 日新製薬（山形） 6.20

内用薬 2339181B1034 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ Ｍ・Ｍ配合散 日新製薬（山形） 6.20

内用薬 2339185B1024 ジアスターゼ・生薬配合
剤

１ｇ ＫＭ散 東和薬品 6.20
内用薬 2339187B1023 カンゾウ末配合剤 １ｇ つくしＡ・Ｍ散 富山化学工業 6.20
内用薬 2339188B1028 ジアスターゼ・生薬配合

剤
１ｇ ＴＭ散 マイラン製薬 6.20

内用薬 2339189B1022 ジアスターゼ・生薬配合
剤

１ｇ ピーマーゲン散ショーワ 昭和薬品化工 後発品 6.20
内用薬 2339189B1030 ジアスターゼ・生薬配合

剤
１ｇ リーダイＭ末 大洋薬品工業 後発品 6.20
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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 後発品 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 後発品 6.20

内用薬 2339193B1029 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ ＹＭ散「イセイ」 イセイ 6.20

内用薬 2339195X1025 ロートエキス・ゲンチア
ナ末配合剤

１ｇ ベルサン 本草製薬 6.20

内用薬 2339198M1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル セブンイー・Ｐカプセル 科研製薬 後発品 6.00

内用薬 2339198M1049 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル セブンイー・Ｐ配合カプセル 科研製薬 後発品 6.00

内用薬 2339205D1024 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１ｇ アリーゼＮ顆粒 前田薬品工業 後発品 7.70

内用薬 2339205M1024 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル アリーゼＮカプセル 前田薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2339206F1038 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１錠 アリーゼＳ錠 前田薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2339206F1062 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１錠 サニアーゼ配合錠 イセイ 後発品 5.60

内用薬 2339206F1070 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１錠 アリーゼＳ配合錠 前田薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2339209M1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル ケイラーゼＡカプセル 三恵薬品 後発品 5.60

内用薬 2339214M1023 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル ヨウラーゼＦカプセル 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2339218M1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル ヨウラーゼＳカプセル 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2339219F1027 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 ヨウリターゼＡ錠 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2339225D1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ヨウラーゼＥ顆粒 陽進堂 後発品 9.40

内用薬 2339225D1048 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ヨウラーゼＥ配合顆粒 陽進堂 後発品 9.40

内用薬 2339226D1026 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ケイラーゼＳ顆粒 三恵薬品 後発品 9.70

内用薬 2339229D1020 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ハイフルＧ顆粒 丸石製薬 後発品 13.00

内用薬 2339229D1038 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ハイフル配合顆粒 丸石製薬 後発品 13.00

内用薬 2339230D1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ パスターゼＳＡ顆粒 長生堂製薬 後発品 9.80

内用薬 2339230D1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ パスターゼＳＡ配合顆粒 長生堂製薬 後発品 9.80

内用薬 2339231D1027 ジアスターゼ配合剤 １ｇ プチトラーゼ顆粒 日医工 後発品 8.90
内用薬 2339231D1035 ジアスターゼ配合剤 １ｇ プチトラーゼ配合顆粒 日医工 後発品 8.90
内用薬 2339234F1021 ビオヂアスターゼ２００

０配合剤
１錠 エンテラーゼ錠 前田薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2339234F1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 エンテラーゼ配合錠 前田薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2339235F1026 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 オーネスＳＴ錠 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339235F1034 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 オーネスＳＴ配合錠 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339241F1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 ボルトミーＣ錠 全星薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2339241F1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 タンチパン錠 大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2339241F1048 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 タンチパン配合錠 大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2339241F1056 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 ボルトミー配合錠 全星薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2339244M1024 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル オーネスＳＰカプセル 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339244M1032 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル オーネスＳＰ配合カプセル 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339250M1020 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル ナセルポンＳＡカプセル 佐藤薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2339251M1024 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル ネオ・エフラーゼカプセル シオエ製薬 後発品 5.70

内用薬 2339251M1032 ビオヂアスターゼ１００
０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 後発品 5.70

内用薬 2339255M1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル オーネスＳＺカプセル 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339255M1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル オーネスＳＺ配合カプセル 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339257D1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ サニアーゼＧ顆粒 イセイ 後発品 7.50

内用薬 2339257M1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル サニアーゼＰカプセル イセイ 後発品 5.60

内用薬 2339259F1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 マックターゼ錠Ｓ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2339262D1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ オーネスＮ顆粒 鶴原製薬 後発品 18.10

内用薬 2339262D1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ オーネスＮ配合顆粒 鶴原製薬 後発品 18.10

内用薬 2339263B1026 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ ＭＭＤ散 吉田製薬 後発品 6.20

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 後発品 6.20

内用薬 2339264B1020 カンゾウ末配合剤 １ｇ エヌ・エス散 日新製薬（山形） 後発品 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） 後発品 6.20
内用薬 2343001X1010 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム 21.40
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内用薬 2343001X1045 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 ※ 合成ケイ酸アルミニウム（小堺） 小堺製薬 22.50
内用薬 2343001X1053 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム「三恵」 三恵薬品 22.50
内用薬 2343001X1088 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム　シオエ シオエ製薬 24.40
内用薬 2343001X1118 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 ※ 合成ケイ酸アルミニウム（山善） 山善製薬 24.40
内用薬 2343001X1134 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 アルミワイス マイラン製薬 24.40
内用薬 2343001X1185 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム「ヨシダ」 吉田製薬 23.60
内用薬 2343001X1223 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム「ニッコー」 日興製薬 23.60
内用薬 2343001X1231 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム原末「マルイ

シ」
丸石製薬 24.40

内用薬 2343002X1015 天然ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 天然ケイ酸アルミニウム 11.50
内用薬 2343005C1017 乾燥水酸化アルミニウム

ゲル
１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒 6.90

内用薬 2343005C1114 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ヒ
シヤマ」

ニプロファーマ 7.20

内用薬 2343005C1149 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 ドライ・ゲル細粒 シオエ製薬 8.30

内用薬 2343005C1165 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 「ヨシダ」ゲル細粒 吉田製薬 8.30

内用薬 2343005C1173 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 ※ アルミゲル細粒９９％（中外） 中外製薬 8.30

内用薬 2343005X1019 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル 6.90

内用薬 2343005X1078 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル「ニッ
コー」

日興製薬 7.50

内用薬 2343005X1108 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル原末「マ
ルイシ」

丸石製薬 7.20

内用薬 2343006B1024 合成ヒドロタルサイト ９８％１ｇ サモールＮ マイラン製薬 後発品 6.20
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 後発品 6.20
内用薬 2343007C1024 メタケイ酸アルミン酸マ

グネシウム
１ｇ スピーゲル 扶桑薬品工業 6.20

内用薬 2343007C1040 メタケイ酸アルミン酸マ
グネシウム

１ｇ メタスタミン 丸石製薬 後発品 6.20

内用薬 2344001X1018 ケイ酸マグネシウム １０ｇ 局 ケイ酸マグネシウム 6.90
内用薬 2344002X1012 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム 6.90
内用薬 2344002X1055 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 健栄製薬 14.70
内用薬 2344002X1063 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（小堺） 小堺製薬 14.70
内用薬 2344002X1071 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「三恵」 三恵薬品 10.70
内用薬 2344002X1080 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム　シオエ シオエ製薬 11.40
内用薬 2344002X1098 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 13.10
内用薬 2344002X1101 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（東海製薬） 東海製薬 10.20
内用薬 2344002X1128 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「メタル」 中北薬品 10.20
内用薬 2344002X1136 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「ホエイ」 マイラン製薬 12.10
内用薬 2344002X1144 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（丸石） 丸石製薬 14.70
内用薬 2344002X1179 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（山善） 山善製薬 11.40
内用薬 2344002X1187 酸化マグネシウム １０ｇ 局 「純生」軽カマ 純生薬品工業 12.10
内用薬 2344002X1217 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「ニッコー」 日興製薬 9.40
内用薬 2344002X1241 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重カマ「ヨシダ」 吉田製薬 14.70
内用薬 2344002X1250 酸化マグネシウム １０ｇ 局 「純生」重カマ 純生薬品工業 12.10
内用薬 2344002X1276 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質カマグＧ「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 14.70
内用薬 2344002X1284 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重カマ「ヤクハン」 ヤクハン製薬 11.10
内用薬 2344002X1292 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム．ＯＩ 日医工ファーマ 11.10
内用薬 2344002X1314 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.50
内用薬 2344002X1322 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 丸石製薬 14.70
内用薬 2344003F1020 水酸化マグネシウム ３５０ｍｇ１錠 ミルマグ錠 エムジーファーマ 5.70
内用薬 2344003F1038 水酸化マグネシウム ３５０ｍｇ１錠 ミルマグ錠３５０ｍｇ エムジーファーマ 5.70
内用薬 2344003S1028 水酸化マグネシウム ７％１０ｍＬ ミルマグ エムジーファーマ 19.10
内用薬 2344003S2024 水酸化マグネシウム ７．２％１０ｍＬ ミルマグ内用懸濁液７．２％ エムジーファーマ 19.10
内用薬 2344004X1011 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム 7.20
内用薬 2344004X1100 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム「三恵」 三恵薬品 7.80
内用薬 2344004X1119 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム　シオエ シオエ製薬 8.90
内用薬 2344004X1151 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム「タイセイ」 大成薬品工業 7.40
内用薬 2344004X1178 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.80
内用薬 2344004X1224 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 重曹「ホエイ」 マイラン製薬 7.80
内用薬 2344004X1305 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 重曹「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 7.80
内用薬 2344004X1402 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 吉田製薬 9.20
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 後発品 5.60
内用薬 2344006X1010 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム 9.20
内用薬 2344006X1053 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム「ケンエー」 健栄製薬 13.30
内用薬 2344006X1070 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 「純生」炭マ 純生薬品工業 12.10
内用薬 2344006X1134 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 ※ 炭酸マグネシウム（山善） 山善製薬 12.10
内用薬 2344006X1169 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム「ニッコー」 日興製薬 12.10
内用薬 2344006X1193 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 重質炭酸マグネシウム．ＯＹ 日医工ファーマ 12.10
内用薬 2344007X1015 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム 7.20
内用薬 2344007X1031 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 健栄製薬 9.20
内用薬 2344007X1058 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 ※ 沈降炭酸カルシウム（小堺） 小堺製薬 8.40
内用薬 2344007X1066 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「司生堂」 司生堂製薬 7.60
内用薬 2344007X1082 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 ※ 沈降炭酸カルシウム（山善） 山善製薬 8.40
内用薬 2344007X1104 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム恵美須 恵美須薬品化工 9.20
内用薬 2344007X1155 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」 吉田製薬 9.20
内用薬 2344008F1022 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠（旭化成） 旭化成ファーマ 後発品 5.70
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 後発品 5.60
内用薬 2344008F1057 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠「ヨシダ」５００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2344008F1065 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠５００「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2344008F1081 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ 後発品 5.70
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内用薬 2344008F2029 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 炭カル錠「ヨシダ」２５０ｍｇ 吉田製薬 後発品 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 後発品 14.20
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 後発品 5.70
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 後発品 5.70
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 後発品 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「Ｔ

Ｘ」
トライックス 後発品 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 後発品 5.70

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 後発品 5.70
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 後発品 5.70
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 後発品 5.70
内用薬 2344009F2058 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「Ｔ

Ｘ」
トライックス 後発品 5.70

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 後発品 5.70

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 後発品 5.70
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 後発品 5.80
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 後発品 5.80
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 後発品 5.70
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 後発品 5.80
内用薬 2349100X1077 水酸化アルミニウムゲ

ル・水酸化マグネシウム
１０ｍＬ サクロフト内用液 大正薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2349100X1085 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ タイメック液 大洋薬品工業 後発品 13.20

内用薬 2349100X1107 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト液 日医工ファーマ 後発品 13.20

内用薬 2349100X1123 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マルファ液 東洋製薬化成 後発品 19.60

内用薬 2349100X1140 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト液Ｕ 日医工ファーマ 後発品 13.20

内用薬 2349100X1158 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ アクアスチン内用液 ビオメディクス 後発品 10.30

内用薬 2349100X1166 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ ディクアノン内用液 日新製薬（山形） 後発品 9.90

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 後発品 10.30

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 後発品 10.40

内用薬 2349100X1190 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ サクロフト配合内用液 大正薬品工業 後発品 9.90

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 後発品 13.20

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） 後発品 9.90

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 後発品 13.20

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 後発品 13.20

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 後発品 19.60

内用薬 2349101D1024 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マーロックス懸濁内服用 サノフィ・アベン
ティス

後発品 20.00

内用薬 2349101D1032 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マックメット懸濁内服用 沢井製薬 後発品 7.00

内用薬 2349101D1040 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ クリメラン懸濁用 高田製薬 後発品 7.00

内用薬 2349101D1059 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内服用 長生堂製薬 後発品 6.20

内用薬 2349101D1067 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ タイメック懸濁内服用 大洋薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2349101D1075 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マルペリス懸濁内服用 サンド 後発品 8.20

内用薬 2349101D1083 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ リタロクス懸濁内服用 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2349101D1091 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内服用 陽進堂 後発品 6.20

内用薬 2349101D1105 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マーレッジ懸濁内服用 東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2349101D1113 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マルファ顆粒懸濁用 東洋製薬化成 後発品 20.00

内用薬 2349101D1121 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ サクロフト懸濁用 大正薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2349101D1130 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ディクアノン懸濁内服用 日新製薬（山形） 後発品 6.20

内用薬 2349101D1148 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ハイリース懸濁内服用 イセイ 後発品 6.30

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 後発品 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 後発品 6.20

内用薬 2349101D1172 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ クリメラン懸濁用配合ＤＳ 高田製薬 後発品 7.00

内用薬 2349101D1180 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ サクロフト懸濁用配合顆粒 大正薬品工業 後発品 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 後発品 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） 後発品 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 後発品 6.30
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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 後発品 7.00

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 後発品 20.00

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 後発品 6.30

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

後発品 20.00

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 後発品 6.20

内用薬 2349102X1025 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ アシドレス液 中北薬品 後発品 10.40

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 後発品 13.30
内用薬 2354002F1030 センナエキス ４０ｍｇ１錠 アジャストＡコーワ錠４０ｍｇ 興和 6.10
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 後発品 7.40
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 後発品 5.70
内用薬 2354003D2021 センノシド ８％１ｇ ソルドールＥ顆粒 ジェイドルフ製薬 後発品 13.90
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 後発品 14.80
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 後発品 13.90
内用薬 2354003F2103 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルダナ 堀井薬品工業 後発品 5.00
内用薬 2354003F2111 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルドールＥ ジェイドルフ製薬 後発品 5.00
内用薬 2354003F2146 センノシド １２ｍｇ１錠 プルゼニド錠 ノバルティス

ファーマ
5.60

内用薬 2354003F2162 センノシド １２ｍｇ１錠 リタセンド 鶴原製薬 後発品 5.00
内用薬 2354003F2189 センノシド １２ｍｇ１錠 プルノサイド錠１２ｍｇ 辰巳化学 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.00
内用薬 2354003F2251 センノシド １２ｍｇ１錠 センナリド錠１２ｍｇ サンド 後発品 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 後発品 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 後発品 5.00
内用薬 2354003F2286 センノシド １２ｍｇ１錠 センナル錠１２ｍｇ 陽進堂 後発品 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 後発品 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 後発品 5.00
内用薬 2354003F2316 センノシド １２ｍｇ１錠 プルゼニド錠１２ｍｇ ノバルティス

ファーマ
5.60

内用薬 2354003F2324 センノシド １２ｍｇ１錠 リタセンド錠１２ｍｇ 鶴原製薬 後発品 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 後発品 9.40
内用薬 2355001X1011 硫酸カリウム １０ｇ 局 硫酸カリウム 12.30
内用薬 2355002X1016 硫酸マグネシウム １０ｇ 局 硫酸マグネシウム 7.20
内用薬 2355002X1040 硫酸マグネシウム １０ｇ 局 硫酸マグネシウム．ＯＩ 日医工ファーマ 8.30
内用薬 2355002X1083 硫酸マグネシウム １０ｇ 局 硫酸マグネシウム「トミタ」 富田製薬 8.30
内用薬 2355002X1091 硫酸マグネシウム １０ｇ 局 ※ 硫酸マグネシウム（山善） 山善製薬 8.30
内用薬 2355002X1105 硫酸マグネシウム １０ｇ 局 硫酸マグネシウム「ヤクハン」 ヤクハン製薬 8.30
内用薬 2356001X1019 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油 11.80
内用薬 2356001X1043 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油．ＯＹ 日医工ファーマ 14.60
内用薬 2356001X1060 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油　シオエ シオエ製薬 14.20
内用薬 2356001X1124 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ※ ヒマシ油（東海製薬） 東海製薬 14.20
内用薬 2356001X1140 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油ＦＭ フヂミ製薬所 15.00
内用薬 2356001X1159 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「マルイシ」 丸石製薬 15.00
内用薬 2356001X1183 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ※ ヒマシ油（山善） 山善製薬 15.00
内用薬 2356001X1248 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「ニッコー」 日興製薬 14.20
内用薬 2356001X1264 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「ヨシダ」 吉田製薬 15.00
内用薬 2356002X1013 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油 13.60
内用薬 2356002X1056 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油「ケンエー」 健栄製薬 14.80
内用薬 2356002X1080 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 「純生」加香ヒマシ油 純生薬品工業 14.30
内用薬 2356002X1145 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油ＦＭ フヂミ製薬所 14.30
内用薬 2356002X1153 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油「マルイシ」 丸石製薬 14.30
内用薬 2356002X1188 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ※ 加香ヒマシ油（山善） 山善製薬 16.10
内用薬 2359001X2017 カルメロースナトリウム １ｇ 局 カルメロースナトリウム 7.50
内用薬 2359002D1027 カルメロースナトリウム １ｇ バルコーゼ サンノーバ 6.20
内用薬 2359005D1020 ピコスルファートナトリ

ウム
１％１ｇ ピコダルム顆粒 日新製薬（山形） 後発品 25.50

内用薬 2359005D1080 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ パンホデール顆粒１％ ニプロジェネファ 後発品 14.00

内用薬 2359005D1098 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ ヨーピス顆粒１％ イセイ 後発品 10.60

内用薬 2359005D1101 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ ピコダルム顆粒１％ 日新製薬（山形） 後発品 25.50

内用薬 2359005F1048 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ラキソベロン錠 帝人ファーマ 10.10

内用薬 2359005F1110 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 アペリール錠２．５ 日医工 後発品 5.60

内用薬 2359005F1137 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 シンラック錠２．５ 岩城製薬 後発品 5.60

内用薬 2359005F1145 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 スルチミン錠２．５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2359005F1153 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ピコスロン錠２．５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60

内用薬 2359005F1161 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 コンスーベン錠２．５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2359005F1170 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ファースルー錠２．５ｍｇ 伏見製薬所 後発品 5.60
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内用薬 2359005F1188 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ヨーピス錠２．５ｍｇ イセイ 後発品 5.60

内用薬 2359005F1196 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ピコベン錠２．５ｍｇ 日本ユニバーサル
薬品

後発品 5.60

内用薬 2359005F1200 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 チャルドール錠２．５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 6.50

内用薬 2359005F1218 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ラキソベロン錠２．５ｍｇ 帝人ファーマ 10.10

内用薬 2359005F2028 ピコスルファートナトリ
ウム

１ｍｇ１錠 チャルドール錠１ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2359005F3032 ピコスルファートナトリ
ウム

７．５ｍｇ１錠 シンラック錠７．５ 岩城製薬 後発品 7.60

内用薬 2359005M1071 ピコスルファートナトリ
ウム

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 後発品 6.20

内用薬 2359005M1080 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１カプセル ピコルーラカプセル２．５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2359005R1028 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ スナイリンドライシロップ アボットジャパン 後発品 30.70

内用薬 2359005R1079 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ フルレールＤＳ１％ 高田製薬 後発品 20.40

内用薬 2359005R1087 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ アペリールドライシロップ１％ 日医工 後発品 12.60

内用薬 2359005R1095 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムＤＳ１％
「ＥＭＥＣ」

サンノーバ 後発品 22.30

内用薬 2359005R1109 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ スナイリンドライシロップ１％ アボットジャパン 後発品 30.70

内用薬 2359005S1020 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ シンラック液 岩城製薬 後発品 13.20

内用薬 2359005S1100 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ラキソベロン液 帝人ファーマ 28.80

内用薬 2359005S1151 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ファレスタック液０．７５％ 東和薬品 後発品 11.80

内用薬 2359005S1160 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ フルレール内用液０．７５％ 高田製薬 後発品 13.20

内用薬 2359005S1178 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ベルベロン内用液０．７５％ 日医工ファーマ 後発品 10.40

内用薬 2359005S1186 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ コンスーベン内用液０．７５％ 鶴原製薬 後発品 10.40

内用薬 2359005S1194 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ チャルドール内用液０．７５％ 大洋薬品工業 後発品 13.20

内用薬 2359005S1208 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 10.40

内用薬 2359005S1216 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ヨーピス内用液０．７５％ イセイ 後発品 12.30

内用薬 2359005S1224 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ラキソデート内用液０．７５％ 小林化工 後発品 12.30

内用薬 2359005S1232 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ シンラック内用液０．７５％ 岩城製薬 後発品 13.20

内用薬 2359005S1240 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ラキソベロン内用液０．７５％ 帝人ファーマ 28.80

内用薬 2359102X1021 センナ・センナ実 １ｇ アローゼン ポーラファルマ 8.40
内用薬 2359102X1056 センナ・センナ実 １ｇ ピムロ顆粒 摩耶堂製薬 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 2359102X1072 センナ・センナ実 １ｇ アローゼン顆粒 ポーラファルマ 8.40
内用薬 2359103X1034 ダイオウ・センナ配合剤 １錠 セチロ配合錠 ジェイドルフ製薬 5.70
内用薬 2359106B1022 複方カンゾウ １ｇ 複方甘草散「スズ」 鈴粉末薬品 後発品 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 後発品 5.90
内用薬 2359108F1031 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Ｓ錠 日本臓器製薬 5.70

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 後発品 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 5.70

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 後発品 6.50
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 後発品 7.60
内用薬 2362001D1060 ウルソデオキシコール酸 ５％１ｇ 局 ウルソ顆粒５％ 田辺三菱製薬 8.40
内用薬 2362001D1079 ウルソデオキシコール酸 ５％１ｇ レプター顆粒５％ 扶桑薬品工業 後発品 6.20
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 後発品 6.00
内用薬 2362001F1045 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルデックス 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2362001F1053 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 レプター錠５０ 日本ジェネリック 後発品 5.60
内用薬 2362001F1061 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルデナシン錠５０ 大洋薬品工業 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 2362001F1088 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 8.80
内用薬 2362001F1096 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルデストン錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2362001F2041 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルデストン錠１００ 東和薬品 後発品 6.30
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 後発品 6.20
内用薬 2362001F2068 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 レプター錠１００ 日本ジェネリック 後発品 5.80
内用薬 2362001F2084 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルデナシン錠１００ 大洋薬品工業 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 2362001F2149 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソ錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 13.00
内用薬 2362001F2157 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 プレコート錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 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 メディサ新薬 後発品 6.50
内用薬 2362001F2173 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ

「ＺＥ」
全星薬品工業 後発品 6.30

内用薬 2362001F2181 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルデストン錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 6.30
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内用薬 2362003M2031 ケノデオキシコール酸 １２５ｍｇ１カプセル チノカプセル１２５ 藤本製薬 20.20
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 後発品 5.60
内用薬 2369003C1030 トレピブトン １０％１ｇ スパカール細粒１０％ 大原薬品工業 40.60
内用薬 2369003F1037 トレピブトン ４０ｍｇ１錠 スパカール錠４０ｍｇ 大原薬品工業 19.90
内用薬 2391001F1020 塩酸オンダンセトロン ２ｍｇ１錠 ゾフラン錠２ グラクソ・スミス

クライン
889.20

内用薬 2391001F2027 塩酸オンダンセトロン ４ｍｇ１錠 ゾフラン錠４ グラクソ・スミス
クライン

1,398.00

内用薬 2391001Q1030 塩酸オンダンセトロン ０．０５％１ｍＬ ゾフラン小児用シロップ０．０５％ グラクソ・スミス
クライン

362.20

内用薬 2391002C1037 塩酸グラニセトロン ２ｍｇ１包 カイトリル細粒０．４％ 中外製薬 1,364.60
内用薬 2391002F1025 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１錠 カイトリル錠１ｍｇ 中外製薬 739.50
内用薬 2391002F2021 塩酸グラニセトロン ２ｍｇ１錠 カイトリル錠２ｍｇ 中外製薬 1,343.90
内用薬 2391002Q1026 塩酸グラニセトロン 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 後発品 585.80

内用薬 2391002Q2022 塩酸グラニセトロン 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 後発品 1,038.00

内用薬 2391003M1029 塩酸トロピセトロン ５ｍｇ１カプセル ナボバンカプセル５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

1,880.30

内用薬 2391004F1024 塩酸ラモセトロン ０．１ｍｇ１錠 ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ アステラス製薬 1,494.90
内用薬 2391005F1029 塩酸アザセトロン １０ｍｇ１錠 セロトーン錠１０ｍｇ 日本たばこ産業 1,480.40
内用薬 2391006F1023 オンダンセトロン ４ｍｇ１錠 ゾフランザイディス４ グラクソ・スミス

クライン
1,414.10

内用薬 2391007F1028 塩酸インジセトロン ８ｍｇ１錠 シンセロン錠８ｍｇ 杏林製薬 1,517.30
内用薬 2391008M1021 アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル イメンドカプセル８０ｍｇ 小野薬品工業 3,263.80
内用薬 2391008M2028 アプレピタント １２５ｍｇ１カプセル イメンドカプセル１２５ｍｇ 小野薬品工業 4,774.70
内用薬 2391008M3024 アプレピタント １セット イメンドカプセルセット 小野薬品工業 11,302.30
内用薬 2392001Q1029 トコン ３０ｍＬ１瓶 局 トコンシロップ「ツムラ」 ツムラ 1,576.40
内用薬 2399001F1037 アカメガシワエキス １３５ｍｇ１錠 マロゲン錠１３５ｍｇ 日本新薬 6.40
内用薬 2399004C1077 メトクロプラミド ２％１ｇ プリンペラン細粒２％ アステラス製薬 16.30
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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2399004F1200 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 プリンペラン錠５ アステラス製薬 6.40
内用薬 2399004F1219 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 エリーテン錠５ｍｇ 日本化薬 後発品 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 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 2399004Q1074 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ フォリクロンシロップ 鶴原製薬 後発品 10.10
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 後発品 11.80
内用薬 2399004Q1090 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ プリンペランシロップ０．１％ アステラス製薬 34.70
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 後発品 22.40
内用薬 2399005C1020 ドンペリドン １％１ｇ ナウゼリン細粒１％ 協和発酵キリン 19.50
内用薬 2399005F1027 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナウゼリン錠５ 協和発酵キリン 11.60
内用薬 2399005F1035 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ミオナゼリン錠５ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2399005F1043 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ハドドリン錠「５」 辰巳化学 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2399005F2023 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウゼリン錠１０ 協和発酵キリン 18.00
内用薬 2399005F2031 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウザート錠１０ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399005F2074 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ノーゼア錠１０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 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 後発品 6.10
内用薬 2399005F2090 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ミオナゼリン錠１０ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2399005F2104 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ペリゼリン錠１０ｍｇ 日医工 後発品 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） 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2399005F2139 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリン錠１０ メディサ新薬 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.10
内用薬 2399005F2279 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ペロリック錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 7.40
内用薬 2399005R1163 ドンペリドン １％１ｇ ナウゼリンドライシロップ１％ 協和発酵キリン 42.30
内用薬 2399005R1171 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリンＤＳ１％ メディサ新薬 後発品 13.00
内用薬 2399006C1033 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ トライシー細粒 大原薬品工業 後発品 10.00
内用薬 2399006C1122 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ セレキノン細粒２０％ 田辺三菱製薬 33.40
内用薬 2399006C1149 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ ペルキシール細粒２０％ 大正薬品工業 後発品 10.50
内用薬 2399006C1157 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ セエルミート細粒２０％ 鶴原製薬 後発品 7.80
内用薬 2399006C1165 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ テフメチン細粒２０％ 小林化工 後発品 10.00
内用薬 2399006C1173 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ トライシー細粒２０％ 大原薬品工業 後発品 10.00
内用薬 2399006F1129 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 トライシー錠 大原薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399006F1331 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 セレキノン錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 18.50
内用薬 2399006F1340 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ネプテン錠１００ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 5.90
内用薬 2399006F1358 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ピレマイン錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2399006F1366 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 メブコロン錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399006F1374 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 サルナチン錠１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.90
内用薬 2399006F1382 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ブチキノン錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
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内用薬 2399006F1390 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ペルキシール錠１００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399006F1404 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 メブチット錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.90
内用薬 2399006F1412 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 セエルミート錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2399006F1420 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 テフメチン錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2399006F1439 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 トリキノシン錠１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.90
内用薬 2399006F1447 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍ

ｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60

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

ディオ
後発品 5.60

内用薬 2399006F1471 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 リーメント錠１００ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399006F1480 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 サキオン錠１００ｍｇ 原沢製薬工業 後発品 5.90
内用薬 2399006F1498 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 サペスロン錠１００ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2399006F1501 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 マストリック錠１００ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2399006F1510 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 トライシー錠１００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399008F1020 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 ガナトン錠５０ｍｇ アボットジャパン 20.30
内用薬 2399008F1039 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 12.70
内用薬 2399008F1047 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 13.30
内用薬 2399008F1055 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 13.30
内用薬 2399008F1063 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 13.90
内用薬 2399008F1071 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 13.30

内用薬 2399008F1080 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 12.70
内用薬 2399008F1098 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹ

Ｋ」
大正薬品工業 後発品 13.90

内用薬 2399008F1101 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.90
内用薬 2399008F1110 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 13.90

内用薬 2399008F1128 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 13.30

内用薬 2399008F1136 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 15.00
内用薬 2399008F1144 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 14.50

内用薬 2399008F1152 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 14.50
内用薬 2399009D1024 メサラジン ５０％１ｇ メサラジン顆粒５０％「ＡＫＰ」 小林化工 後発品 72.60
内用薬 2399009F1025 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 ペンタサ錠２５０ 杏林製薬 55.40
内用薬 2399009F1033 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 後発品 36.80
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 後発品 36.80
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 後発品 37.70
内用薬 2399009F1068 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 31.90
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 後発品 39.30
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 後発品 29.40
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 後発品 34.50
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 後発品 36.10
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 後発品 35.10
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 後発品 34.50
内用薬 2399009F1130 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 35.10
内用薬 2399009F1149 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 ペンタサ錠２５０ｍｇ 杏林製薬 55.40
内用薬 2399009F2021 メサラジン ５００ｍｇ１錠 ペンタサ錠５００ 杏林製薬 110.20
内用薬 2399009F2030 メサラジン ５００ｍｇ１錠 ペンタサ錠５００ｍｇ 杏林製薬 110.20
内用薬 2399009F3028 メサラジン ４００ｍｇ１錠 アサコール錠４００ｍｇ ゼリア新薬工業 86.50
内用薬 2399010B1026 クエン酸モサプリド １％１ｇ ガスモチン散 大日本住友製薬 41.10
内用薬 2399010B1034 クエン酸モサプリド １％１ｇ ガスモチン散１％ 大日本住友製薬 41.10
内用薬 2399010F1028 クエン酸モサプリド ２．５ｍｇ１錠 ガスモチン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 12.00
内用薬 2399010F2024 クエン酸モサプリド ５ｍｇ１錠 ガスモチン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 20.60
内用薬 2399011C1042 ポリカルボフィルカルシ

ウム
８３．３％１ｇ コロネル細粒８３．３％ アステラス製薬 30.30

内用薬 2399011C1050 ポリカルボフィルカルシ
ウム

８３．３％１ｇ ポリフル細粒８３．３％ アボットジャパン 30.30

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 後発品 20.70

内用薬 2399011F1022 ポリカルボフィルカルシ
ウム

５００ｍｇ１錠 コロネル錠５００ｍｇ アステラス製薬 19.50

内用薬 2399011F1030 ポリカルボフィルカルシ
ウム

５００ｍｇ１錠 ポリフル錠５００ｍｇ アボットジャパン 19.50

内用薬 2399012M1026 塩酸セビメリン水和物 ３０ｍｇ１カプセル エボザックカプセル３０ｍｇ 第一三共 129.90
内用薬 2399012M1034 塩酸セビメリン水和物 ３０ｍｇ１カプセル サリグレンカプセル３０ｍｇ 日本化薬 124.90
内用薬 2399013F1021 塩酸ピロカルピン ５ｍｇ１錠 サラジェン錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 130.00
内用薬 2399014F1026 塩酸ラモセトロン ２．５μｇ１錠 イリボー錠２．５μｇ アステラス製薬 85.90
内用薬 2399014F2022 塩酸ラモセトロン ５μｇ１錠 イリボー錠５μｇ アステラス製薬 140.20
内用薬 2399100F1022 塩酸ピペタナート・アカ

メガシワエキス
１錠 イリコロンＭ錠 日本新薬 5.80

内用薬 2399100F1057 塩酸ピペタナート・アカ
メガシワエキス

１錠 イリコロンＭ配合錠 日本新薬 5.80

内用薬 2420001F1024 唾液腺ホルモン １０ｍｇ１錠 パロチン錠１０ｍｇ あすか製薬 13.80
内用薬 2431001X1015 乾燥甲状腺 １ｇ 局 乾燥甲状腺 61.90
内用薬 2431001X1031 乾燥甲状腺 １ｇ 局 チラーヂン末 あすか製薬 82.70
内用薬 2431003F1019 リオチロニンナトリウム ５μｇ１錠 局 リオチロニンナトリウム錠 9.60
内用薬 2431003F2015 リオチロニンナトリウム ２５μｇ１錠 局 リオチロニンナトリウム錠 12.40
内用薬 2431004B1020 レボチロキシンナトリウ

ム
０．０１％１ｇ チラーヂンＳ散 あすか製薬 48.50

内用薬 2431004B1038 レボチロキシンナトリウ
ム

０．０１％１ｇ チラーヂンＳ散０．０１％ あすか製薬 48.50
内用薬 2431004F1013 レボチロキシンナトリウ

ム
５０μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60

内用薬 2431004F2010 レボチロキシンナトリウ
ム

２５μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60
内用薬 2431004F3016 レボチロキシンナトリウ

ム
１００μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60

内用薬 2432001F1017 チアマゾール ５ｍｇ１錠 局 チアマゾール錠 9.60
内用薬 2432002F1011 プロピルチオウラシル ５０ｍｇ１錠 局 プロピルチオウラシル錠 9.60
内用薬 2449003F1021 酢酸メテノロン ５ｍｇ１錠 プリモボラン錠５ｍｇ バイエル薬品 12.80
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内用薬 2452001F1036 酢酸コルチゾン ２５ｍｇ１錠 コートン錠２５ｍｇ 萬有製薬 25.50
内用薬 2452002F1030 ヒドロコルチゾン １０ｍｇ１錠 コートリル錠１０ｍｇ ファイザー 7.80
内用薬 2452003F1035 酢酸フルドロコルチゾン ０．１ｍｇ１錠 フロリネフ錠０．１ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
364.00

内用薬 2454002F1175 デキサメタゾン ０．５ｍｇ１錠 デキサメサゾン錠０．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 5.60

内用薬 2454002F1183 デキサメタゾン ０．５ｍｇ１錠 デカドロン錠０．５ｍｇ 萬有製薬 5.90
内用薬 2454002S1122 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デカドロンエリキシル０．０１％ 萬有製薬 4.20
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 後発品 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） 後発品 1.70

内用薬 2454003F1030 トリアムシノロン ４ｍｇ１錠 レダコート錠４ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

26.20

内用薬 2454004B1040 ベタメタゾン ０．１％１ｇ リンデロン散０．１％ 塩野義製薬 33.90
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 後発品 21.50
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 後発品 6.30
内用薬 2454004F2090 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 リンデロン錠０．５ｍｇ 塩野義製薬 16.70
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 後発品 6.30
内用薬 2454004Q1078 ベタメタゾン ０．０１％１ｍＬ リンデロンシロップ０．０１％ 塩野義製薬 7.50
内用薬 2456001F1019 プレドニゾロン ５ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 9.60
内用薬 2456001F2015 プレドニゾロン １ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 8.10
内用薬 2456001F3011 プレドニゾロン ２．５ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 9.60
内用薬 2456001T1012 プレドニゾロン １ｇ 局 プレドニゾロン 1,121.60
内用薬 2456002B1062 プレドニゾロン １％１ｇ プレドニゾロン散「タケダ」１％ 武田薬品工業 9.60
内用薬 2456003F1034 メチルプレドニゾロン ２ｍｇ１錠 メドロール錠２ｍｇ ファイザー 10.90
内用薬 2456003F2030 メチルプレドニゾロン ４ｍｇ１錠 メドロール錠４ｍｇ ファイザー 20.30
内用薬 2459100F1022 ベタメタゾン・ｄ－マレ

イン酸クロルフェニラミ
１錠 セレスタミン錠 シェリング・プラ

ウ
11.20

内用薬 2459100F1030 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 エンペラシン錠 メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2459100F1049 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 クロコデミン錠 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1057 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 セレスターナ錠 小林化工 後発品 5.60

内用薬 2459100F1065 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ヒスタブロック錠 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1073 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ビヘルス錠 日医工ファーマ 後発品 5.70

内用薬 2459100F1081 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 サクコルチン錠 日医工 後発品 5.60

内用薬 2459100F1090 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ベタセレミン錠 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2459100F1103 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 プラデスミン錠 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1120 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 エンペラシン配合錠 メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2459100F1138 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 クロコデミン配合錠 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1146 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 サクコルチン配合錠 日医工 後発品 5.60

内用薬 2459100F1154 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 セレスターナ配合錠 小林化工 後発品 5.60

内用薬 2459100F1162 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 セレスタミン配合錠 シェリング・プラ
ウ

11.20

内用薬 2459100F1170 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ヒスタブロック配合錠 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1189 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 プラデスミン配合錠 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1197 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ベタセレミン配合錠 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2459100Q1023 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１ｍＬ セレスタミンシロップ シェリング・プラ
ウ

5.20

内用薬 2459100Q1031 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１ｍＬ セレスタミン配合シロップ シェリング・プラ
ウ

5.20

内用薬 2462001F1016 メチルテストステロン ２５ｍｇ１錠 局 メチルテストステロン錠 54.90
内用薬 2462001F2012 メチルテストステロン １０ｍｇ１錠 局 メチルテストステロン錠 19.30
内用薬 2462001F3019 メチルテストステロン ５０ｍｇ１錠 局 メチルテストステロン錠 102.50
内用薬 2473001F1028 エストラジオール ０．５ｍｇ１錠 ジュリナ錠０．５ｍｇ バイエル薬品 63.70
内用薬 2474001F1017 エチニルエストラジオー

ル
０．５ｍｇ１錠 局 エチニルエストラジオール錠 41.60

内用薬 2475001F1014 エストリオール ０．１ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 9.60
内用薬 2475001F2010 エストリオール ０．５ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 15.00
内用薬 2475001F3017 エストリオール １ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 10.10
内用薬 2475001F3033 エストリオール １ｍｇ１錠 局 ※ エストリール錠１ｍｇ（持田） 持田製薬 16.60
内用薬 2475001F3050 エストリオール １ｍｇ１錠 局 ホーリン錠１ｍｇ あすか製薬 16.60
内用薬 2475001F3068 エストリオール １ｍｇ１錠 局 メリストラーク錠１ｍｇ 東和薬品 10.90
内用薬 2475001F3084 エストリオール １ｍｇ１錠 局 エストリオール錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 12.90
内用薬 2478001F1040 酢酸クロルマジノン ２ｍｇ１錠 ルトラール錠２ｍｇ 塩野義製薬 28.20
内用薬 2478001F2012 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 酢酸クロルマジノン２５ｍｇ錠 後発品 15.40
内用薬 2478001F2179 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 プロスタール錠２５ あすか製薬 113.40
内用薬 2478001F2233 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 ロンステロン錠 日新製薬（山形） 後発品 55.10
内用薬 2478001F2276 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 プロスタット錠２５ｍｇ 日本新薬 後発品 96.40
内用薬 2478001F2284 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 プレストロン錠２５ｍｇ ローマン工業 後発品 24.40
内用薬 2478001F2314 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 エフミン錠２５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 33.70
内用薬 2478001F2357 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 ロンステロン錠２５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 55.10
内用薬 2478001G1020 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 プロスタールＬ錠 あすか製薬 248.50
内用薬 2478001G1054 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 クロキナンＬ錠５０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 52.50
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内用薬 2478001G1070 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 アプタコールＬ錠 大洋薬品工業 後発品 70.70
内用薬 2478001G1100 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 プレストロン徐放錠５０ｍｇ ローマン工業 後発品 79.60
内用薬 2478001G1119 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 ゲシンＬ錠５０ｍｇ 小林化工 後発品 68.10
内用薬 2478001G1127 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 ジルスタンＬ錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 71.80
内用薬 2478001G1135 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５

０ｍｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 70.70

内用薬 2478001G1143 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 プロスタールＬ錠５０ｍｇ あすか製薬 248.50
内用薬 2478002F1037 酢酸メドロキシプロゲス

テロン
２．５ｍｇ１錠 プロベラ ファイザー 29.10

内用薬 2478002F1045 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２．５ｍｇ１錠 メドキロン錠２．５ 東和薬品 後発品 9.40

内用薬 2478002F1053 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２．５ｍｇ１錠 ネルフィン錠２．５ ポーラファルマ 後発品 12.40

内用薬 2478002F1061 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２．５ｍｇ１錠 プロゲストン錠２．５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 21.20

内用薬 2478002F1070 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２．５ｍｇ１錠 プロベラ錠２．５ｍｇ ファイザー 29.10

内用薬 2478002F2033 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

５ｍｇ１錠 ヒスロン錠５ 協和発酵キリン 39.10

内用薬 2478002F2050 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

５ｍｇ１錠 プロゲストン錠５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 21.20

内用薬 2478002F3048 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２００ｍｇ１錠 プロゲストン錠２００ 富士製薬工業 後発品 162.80

内用薬 2478002F3056 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２００ｍｇ１錠 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ ファイザー 316.10

内用薬 2478003F1031 ジドロゲステロン ５ｍｇ１錠 局 デュファストン錠５ｍｇ 第一三共 39.50
内用薬 2479002F1026 ノルエチステロン ５ｍｇ１錠 ノアルテン錠（５ｍｇ） 塩野義製薬 37.50
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 後発品 23.60
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 後発品 27.50
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 後発品 36.60
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 後発品 63.70
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 後発品 26.00
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 後発品 36.60
内用薬 2479003F2140 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 パーセリン錠２５ｍｇ シェリング・プラ

ウ
120.60

内用薬 2479004F1033 結合型エストロゲン ０．６２５ｍｇ１錠 プレマリン錠０．６２５ｍｇ ワイス 12.60
内用薬 2479005F1038 プレグナンジオール ２μｇ１錠 ジオール錠２μｇ 田辺三菱製薬 6.10
内用薬 2482003F1026 ノルエチステロン・メス

トラノール
１錠 ソフィア－Ａ あすか製薬 8.20

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 後発品 7.90

内用薬 2482003F1050 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ソフィアＡ配合錠 あすか製薬 8.20

内用薬 2482004X1026 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ソフィア－Ｃ あすか製薬 13.60

内用薬 2482004X1034 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ソフィアＣ配合錠 あすか製薬 13.60

内用薬 2482005F1041 ノルゲストレル・エチニ
ルエストラジオール

１錠 局 プラノバール配合錠 ワイス 14.00

内用薬 2482007F1024 酢酸クロルマジノン・メ
ストラノール

１錠 ルテジオン錠 あすか製薬 28.80

内用薬 2482007F1032 酢酸クロルマジノン・メ
ストラノール

１錠 ルテジオン配合錠 あすか製薬 28.80

内用薬 2482009F1023 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 ルナベル配合錠 ノーベルファーマ 328.60

内用薬 2482010F1026 エストラジオール・レボ
ノルゲストレル

１錠 ウェールナラ配合錠 バイエル薬品 157.50

内用薬 2491001F4025 カリジノゲナーゼ １０単位１錠 カリクレイン錠１０単位 バイエル薬品 13.80
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） 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2491001F5056 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カルナクリン錠２５ 三和化学研究所 13.80
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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2491001F5099 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 サークレチンＳ錠２５ あすか製薬 13.00
内用薬 2491001F5102 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 バスドリンＦ錠２５ 小林化工 後発品 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 後発品 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 後発品 13.00
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 後発品 13.00
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 後発品 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 後発品 5.80
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 後発品 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 後発品 7.20
内用薬 2491001F6060 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルナクリン錠５０ 三和化学研究所 24.40
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 後発品 11.10
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 後発品 6.10
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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2491001F6117 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 サークレチンＳ錠５０ あすか製薬 19.00
内用薬 2491001F6125 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 バスドリンＦ錠５０ 小林化工 後発品 5.70
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 後発品 7.20
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 後発品 7.20
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 後発品 23.00
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 後発品 14.40
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） 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2491001M3044 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カルナクリンカプセル２５ 三和化学研究所 13.70
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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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 2499001F1024 シクロフェニル １００ｍｇ１錠 セキソビット あすか製薬 34.90
内用薬 2499001F1032 シクロフェニル １００ｍｇ１錠 セキソビット錠１００ｍｇ あすか製薬 34.90
内用薬 2499003M1065 メピチオスタン ５ｍｇ１カプセル チオデロンカプセル５ｍｇ 塩野義製薬 102.00
内用薬 2499005F1030 ジノプロストン ０．５ｍｇ１錠 プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ

「科研」
科研製薬 276.70

内用薬 2499006M1026 ミトタン ５００ｍｇ１カプセル オペプリム ヤクルト本社 1,027.20
内用薬 2499007F1021 ダナゾール １００ｍｇ１錠 ボンゾール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 228.00
内用薬 2499007F2028 ダナゾール ２００ｍｇ１錠 ボンゾール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 426.00
内用薬 2499007M1071 ダナゾール １００ｍｇ１カプセル ダイナゾールカプセル１００ 富士製薬工業 後発品 52.20
内用薬 2499007M1160 ダナゾール １００ｍｇ１カプセル ダナゾールカプセル１００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 29.40

内用薬 2499008F1034 トリロスタン ６０ｍｇ１錠 デソパン錠６０ｍｇ 持田製薬 698.40
内用薬 2499009F1012 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 クエン酸クロミフェン錠 71.00
内用薬 2499009F1071 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 クエン酸クロミフェン錠５０ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 100.20

内用薬 2499009F1080 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 クロミッド錠５０ｍｇ 塩野義製薬 113.10
内用薬 2499009F1098 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 セロフェン錠５０ｍｇ メルクセローノ 113.10
内用薬 2499009F1101 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 クロミフェンクエン酸塩錠５０ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 100.20

内用薬 2499010F1023 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ディナゲスト錠１ｍｇ 持田製薬 462.30
内用薬 2499011M1027 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル アボルブカプセル０．５ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
206.50

内用薬 2519100M1072 グルタミン酸・アラニ
ン・アミノ酢酸配合剤

１カプセル パラプロスト 興和 9.00

内用薬 2519100M1110 グルタミン酸・アラニ
ン・アミノ酢酸配合剤

１カプセル パラプロスト配合カプセル 興和 9.00

内用薬 2531001F1015 マレイン酸エルゴメトリ
ン

０．５ｍｇ１錠 局 マレイン酸エルゴメトリン錠 9.60
内用薬 2531002F1010 マレイン酸メチルエルゴ

メトリン
０．１２５ｍｇ１錠 局 マレイン酸メチルエルゴメトリン錠 9.60

内用薬 2531002F1192 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．１２５ｍｇ１錠 局 メテナリン錠０．１２５ あすか製薬 10.20

内用薬 2531002F1206 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．１２５ｍｇ１錠 局 メテルギン錠０．１２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

10.10

内用薬 2531002F1214 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．１２５ｍｇ１錠 局 パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ 持田製薬 10.10

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 後発品 15.40
内用薬 2559001M1082 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル ヘモリールカプセル２００ｍｇ 東洋カプセル 後発品 13.60
内用薬 2559001M1090 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル トークロンカプセル２００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 10.20

内用薬 2559001M1104 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル ヘモクロンカプセル２００ｍｇ 天藤製薬 25.60
内用薬 2559002X1024 静脈血管叢エキス １錠 ヘモリンガル 東菱薬品工業 23.40
内用薬 2559002X1032 静脈血管叢エキス １錠 ヘモリンガル舌下錠０．１８ｍｇ 東菱薬品工業 23.40
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 後発品 5.70
内用薬 2559100X1031 パラフレボン・センナ末

配合剤
１錠 サーカネッテン錠 日本新薬 15.60

内用薬 2559100X1040 パラフレボン・センナ末
配合剤

１錠 サーカネッテン配合錠 日本新薬 15.60

内用薬 2559101X1036 ブロメライン・酢酸トコ
フェロール

１錠 ヘモナーゼ配合錠 ジェイドルフ製薬 16.10

内用薬 2559102F1027 メリロートエキス・ルチ
ン

１錠 エスベリベン錠 サンド 7.80
内用薬 2590001F1024 ウラジロガシエキス ２２５ｍｇ１錠 ウロカルン錠２２５ｍｇ 日本新薬 10.50
内用薬 2590002D1060 塩酸フラボキサート ２０％１ｇ ブラダロン顆粒２０％ 日本新薬 56.40
内用薬 2590002F1010 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 塩酸フラボキサート２００ｍｇ錠 後発品 8.40
内用薬 2590002F1371 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ブラダロン錠２００ｍｇ 日本新薬 51.10
内用薬 2590002F1380 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ルアダン錠２００ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 14.00
内用薬 2590002F1401 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 フラボサート錠２００ｍｇ ダイト 後発品 10.40
内用薬 2590002F1444 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ウロステート錠２００ｍｇ あすか製薬 後発品 15.00
内用薬 2590002F1452 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ハルニンコーワ錠２００ｍｇ 興和 後発品 15.00
内用薬 2590002F1460 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 11.80

内用薬 2590003F1023 セルニチンポーレンエキ
ス

１錠 セルニルトン錠 東菱薬品工業 17.60
内用薬 2590004F1010 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 塩酸リトドリン錠 後発品 18.10
内用薬 2590004F1168 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 ルテオニン錠 あすか製薬 後発品 81.00
内用薬 2590004F1192 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 ウテメリン錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 127.00
内用薬 2590004F1214 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 リンドルフ錠５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 26.50
内用薬 2590004F1273 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 ルテオニン錠５ｍｇ あすか製薬 後発品 81.00
内用薬 2590005F1014 塩酸オキシブチニン ２ｍｇ１錠 塩酸オキシブチニン２ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2590005F1022 塩酸オキシブチニン ２ｍｇ１錠 ポラキス錠２ サノフィ・アベン

ティス
36.30

内用薬 2590005F1111 塩酸オキシブチニン ２ｍｇ１錠 オリベート錠２ メディサ新薬 後発品 7.70
内用薬 2590005F1197 塩酸オキシブチニン ２ｍｇ１錠 ポラチール２ｍｇ錠 寿製薬 後発品 7.70
内用薬 2590005F2010 塩酸オキシブチニン ３ｍｇ１錠 塩酸オキシブチニン３ｍｇ錠 後発品 7.20
内用薬 2590005F2029 塩酸オキシブチニン ３ｍｇ１錠 ポラキス錠３ サノフィ・アベン

ティス
48.60

内用薬 2590005F2100 塩酸オキシブチニン ３ｍｇ１錠 オリベート錠３ メディサ新薬 後発品 7.70
内用薬 2590005F2150 塩酸オキシブチニン ３ｍｇ１錠 ポラチール３ｍｇ錠 寿製薬 後発品 10.50
内用薬 2590005F3025 塩酸オキシブチニン １ｍｇ１錠 ポラキス錠１ サノフィ・アベン

ティス
22.60

内用薬 2590005F3041 塩酸オキシブチニン １ｍｇ１錠 オリベート錠１ メディサ新薬 後発品 5.70
内用薬 2590007C1025 塩酸プロピベリン ２％１ｇ バップフォー細粒２％ 大鵬薬品工業 186.30
内用薬 2590007F1021 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 バップフォー錠１０ 大鵬薬品工業 84.30
内用薬 2590007F1030 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ウリキュア錠１０ｍｇ 東亜薬品 後発品 44.00
内用薬 2590007F1048 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ウロナベリン錠１０ 日医工 後発品 45.30
内用薬 2590007F1056 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 41.60
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内用薬 2590007F1064 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０「ＫＮ」 小林化工 後発品 55.30
内用薬 2590007F1072 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＫ

Ｋ」
三和化学研究所 後発品 53.80

内用薬 2590007F1080 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 35.70
内用薬 2590007F1099 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０「タツミ」 辰巳化学 後発品 30.40
内用薬 2590007F1102 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ノーラガード錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 53.80
内用薬 2590007F1110 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 バップベリン錠１０ｍｇ ハイゾン製薬 後発品 40.20
内用薬 2590007F1129 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 バルレール錠１０ 日新製薬（山形） 後発品 37.70
内用薬 2590007F1137 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 バンコミック錠１０ 大洋薬品工業 後発品 33.20
内用薬 2590007F1145 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ビフォルベリン錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 20.50
内用薬 2590007F1153 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 プロピベ錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 38.80
内用薬 2590007F1161 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ペニフォー錠１０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 30.40

内用薬 2590007F1170 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ベンズフォー錠１０ｍｇ メディサ新薬 後発品 50.20
内用薬 2590007F1188 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ポラーリン錠１０ 高田製薬 後発品 35.70
内用薬 2590007F1196 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ミクトノーム錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 50.20
内用薬 2590007F1200 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ユリロシン錠１０ ダイト 後発品 40.20
内用薬 2590007F1218 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 33.20
内用薬 2590007F1226 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 20.50

内用薬 2590007F1234 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 41.60
内用薬 2590007F1242 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカ

タ」
高田製薬 後発品 35.70

内用薬 2590007F2028 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 バップフォー錠２０ 大鵬薬品工業 143.50
内用薬 2590007F2036 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ウロナベリン錠２０ 日医工 後発品 75.40
内用薬 2590007F2044 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 72.40
内用薬 2590007F2052 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０「ＫＮ」 小林化工 後発品 92.10
内用薬 2590007F2060 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 59.00

内用薬 2590007F2079 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０「タツミ」 辰巳化学 後発品 43.20
内用薬 2590007F2087 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ノーラガード錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 92.10
内用薬 2590007F2095 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 バップベリン錠２０ｍｇ ハイゾン製薬 後発品 67.70
内用薬 2590007F2109 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 バルレール錠２０ 日新製薬（山形） 後発品 52.80
内用薬 2590007F2117 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 バンコミック錠２０ 大洋薬品工業 後発品 59.00
内用薬 2590007F2125 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 プロピベ錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 59.00
内用薬 2590007F2133 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ペニフォー錠２０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 47.10

内用薬 2590007F2141 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ベンズフォー錠２０ｍｇ メディサ新薬 後発品 84.40
内用薬 2590007F2150 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ポラーリン錠２０ 高田製薬 後発品 75.40
内用薬 2590007F2168 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ミクトノーム錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 84.40
内用薬 2590007F2176 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ユリロシン錠２０ ダイト 後発品 66.50
内用薬 2590007F2184 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 63.90
内用薬 2590007F2192 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＫ

Ｋ」
三和化学研究所 後発品 96.50

内用薬 2590007F2206 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 56.20

内用薬 2590007F2214 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 72.40
内用薬 2590007F2222 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タカ

タ」
高田製薬 後発品 75.40

内用薬 2590008F1026 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．１ｍｇ アステラス製薬 78.40
内用薬 2590008F1034 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 ハルスローＯＤ錠０．１ｍｇ 沢井製薬 後発品 42.10
内用薬 2590008F2022 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ アステラス製薬 155.20
内用薬 2590008F2030 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 ハルスローＯＤ錠０．２ｍｇ 沢井製薬 後発品 86.70
内用薬 2590008F3029 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 塩酸タムスロシン錠０．１「ＥＫ」 小林化工 後発品 53.80
内用薬 2590008F4025 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 塩酸タムスロシン錠０．２「ＥＫ」 小林化工 後発品 107.90
内用薬 2590008N1039 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ウロスロールカプセル０．１ 日医工 後発品 39.10
内用薬 2590008N1047 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．１「Ｏ

ＨＡＲＡ」
大原薬品工業 後発品 33.90

内用薬 2590008N1055 塩酸タムスロシン 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 後発品 27.10

内用薬 2590008N1063 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル タムスロンカプセル０．１ｍｇ 東和薬品 後発品 48.40
内用薬 2590008N1071 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ハルスロー０．１ｍｇカプセル 沢井製薬 後発品 42.10
内用薬 2590008N1080 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ハルタムカプセル０．１ｍｇ 日本薬品工業 後発品 43.20
内用薬 2590008N1098 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル パルナックカプセル０．１ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 35.50
内用薬 2590008N1110 塩酸タムスロシン 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
後発品 45.90

内用薬 2590008N1128 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ
ｇ「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 49.80

内用薬 2590008N1136 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ハラナシンカプセル０．１ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 39.10
内用薬 2590008N1144 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ

ｇ「ＴＹＫ」
大正薬品工業 後発品 43.20

内用薬 2590008N1152 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 27.10

内用薬 2590008N1160 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ハルリーブカプセル０．１ｍｇ シオノケミカル 後発品 27.10
内用薬 2590008N2035 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ウロスロールカプセル０．２ 日医工 後発品 75.90
内用薬 2590008N2043 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．２「Ｏ

ＨＡＲＡ」
大原薬品工業 後発品 58.60

内用薬 2590008N2051 塩酸タムスロシン 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 後発品 65.50

内用薬 2590008N2060 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハルスロー０．２ｍｇカプセル 沢井製薬 後発品 86.70
内用薬 2590008N2078 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハルタムカプセル０．２ｍｇ 日本薬品工業 後発品 86.80
内用薬 2590008N2086 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル パルナックカプセル０．２ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 62.80
内用薬 2590008N2108 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハロネロールカプセル０．２ｍｇ 長生堂製薬 後発品 73.00
内用薬 2590008N2116 塩酸タムスロシン 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
後発品 86.80

内用薬 2590008N2124 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ
ｇ「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 93.00

内用薬 2590008N2132 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル タムスロンカプセル０．２ｍｇ 東和薬品 後発品 103.40
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内用薬 2590008N2140 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハラナシンカプセル０．２ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 53.00
内用薬 2590008N2159 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ

ｇ「ＴＹＫ」
大正薬品工業 後発品 71.50

内用薬 2590008N2167 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 42.50

内用薬 2590008N2175 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハルリーブカプセル０．２ｍｇ シオノケミカル 後発品 53.00
内用薬 2590009F1039 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 フリバス錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 55.70
内用薬 2590009F2035 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 フリバス錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 112.10
内用薬 2590009F3023 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 フリバス錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 167.90
内用薬 2590009F4020 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 112.10
内用薬 2590009F5026 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 167.90
内用薬 2590009F6022 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 55.70
内用薬 2590010F1023 シロドシン ２ｍｇ１錠 ユリーフ錠２ｍｇ キッセイ薬品工業 46.20
内用薬 2590010F2020 シロドシン ４ｍｇ１錠 ユリーフ錠４ｍｇ キッセイ薬品工業 91.20
内用薬 2590011F1028 コハク酸ソリフェナシン ２．５ｍｇ１錠 ベシケア錠２．５ｍｇ アステラス製薬 113.00
内用薬 2590011F2024 コハク酸ソリフェナシン ５ｍｇ１錠 ベシケア錠５ｍｇ アステラス製薬 189.80
内用薬 2590012M1021 酒石酸トルテロジン ２ｍｇ１カプセル デトルシトールカプセル２ｍｇ ファイザー 114.20
内用薬 2590012M2028 酒石酸トルテロジン ４ｍｇ１カプセル デトルシトールカプセル４ｍｇ ファイザー 193.30
内用薬 2590013F1027 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ウリトス錠０．１ｍｇ 杏林製薬 96.50
内用薬 2590013F1035 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ステーブラ錠０．１ｍｇ 小野薬品工業 96.50
内用薬 2590100X1031 オオウメガサソウエキ

ス・ハコヤナギエキス配
１錠 エルサメット錠 大洋薬品工業 後発品 7.20

内用薬 2590100X1040 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 コスモベック錠 日本薬品工業 後発品 8.50

内用薬 2590100X1058 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 ハルーリン錠 共和薬品工業 後発品 7.20

内用薬 2590100X1066 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 ナーセット錠 大正薬品工業 後発品 14.80

内用薬 2590100X1074 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エピカルス錠 シオノケミカル 後発品 8.50

内用薬 2590100X1104 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エビプロスタット錠 日本新薬 26.00

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

１錠 エピカルス配合錠 シオノケミカル 後発品 8.50

内用薬 2590100X1120 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エビプロスタット配合錠ＳＧ 日本新薬 26.00

内用薬 2590100X1139 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エルサメット配合錠 大洋薬品工業 後発品 7.20

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

１錠 ナーセット配合錠 大正薬品工業 後発品 14.80

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

１錠 ハルーリン配合錠 共和薬品工業 後発品 7.20

内用薬 2590100X2020 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エルサメットＳ錠 大洋薬品工業 後発品 10.60

内用薬 2590100X2038 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エピカルスＳ錠 シオノケミカル 後発品 12.70

内用薬 2590100X2046 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エビプロスタット配合錠ＤＢ 日本新薬 51.00

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

１錠 エピカルスＳ配合錠 シオノケミカル 後発品 12.70

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

１錠 エルサメットＳ配合錠 大洋薬品工業 後発品 10.60

内用薬 2590102M1026 ピネン・カンフェン配合
剤

１カプセル ロワチン″カプセル″ 扶桑薬品工業 21.00
内用薬 2590102M1034 ピネン・カンフェン配合

剤
１カプセル ロワチン配合カプセル 扶桑薬品工業 21.00

内用薬 2699002F1046 メトキサレン １０ｍｇ１錠 オクソラレン錠１０ｍｇ 大正製薬 35.30
内用薬 2699003F1024 ジアフェニルスルホン ２５ｍｇ１錠 レクチゾール錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 86.70
内用薬 2900001A2036 セファランチン １％１ｇ セファランチン末１％ 化研生薬 69.50
内用薬 2900001F1029 セファランチン １ｍｇ１錠 セファランチン錠１ｍｇ 化研生薬 9.50
内用薬 2900002C1019 ガンマーオリザノール ２０％１ｇ ガンマーオリザノール２０％細粒 後発品 6.20
内用薬 2900002C1167 ガンマーオリザノール ２０％１ｇ ハイゼット細粒２０％ 大塚製薬 36.80
内用薬 2900002F4065 ガンマーオリザノール ２５ｍｇ１錠 ハイゼット錠２５ｍｇ 大塚製薬 10.50
内用薬 2900002F5037 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 オリザール錠 三恵薬品 後発品 5.60
内用薬 2900002F5061 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 オルル錠５０ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2900002F5177 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 γ－パルトックスン５０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2900002F5274 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 ハイゼット錠５０ｍｇ 大塚製薬 11.40
内用薬 2900002F5282 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 γ－パルトックスン錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3111002A1039 ビタミンＡ １０，０００単位１ｇ チョコラＡ末１万単位／ｇ サンノーバ 17.30
内用薬 3111002F1036 ビタミンＡ １０，０００単位１錠 チョコラＡ錠１万単位 サンノーバ 8.50
内用薬 3111003S1039 パルミチン酸レチノール ３０，０００単位１ｍ

Ｌ
チョコラＡ滴０．１万単位／滴 サンノーバ 56.60

内用薬 3112001B4036 アルファカルシドール １μｇ１ｇ アルファロール散１μｇ／ｇ 中外製薬 98.50
内用薬 3112001F1020 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．２５ 帝人ファーマ 25.30
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 後発品 5.60
内用薬 3112001F1055 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．２５μｇ 帝人ファーマ 25.30
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 後発品 6.70
内用薬 3112001F2027 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．５ 帝人ファーマ 47.00
内用薬 3112001F2051 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．５μｇ 帝人ファーマ 47.00
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 後発品 9.90
内用薬 3112001F3023 アルファカルシドール １μｇ１錠 ワンアルファ錠１．０ 帝人ファーマ 85.50
内用薬 3112001F3058 アルファカルシドール １μｇ１錠 ワンアルファ錠１．０μｇ 帝人ファーマ 85.50
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 後発品 6.90

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 後発品 5.70
内用薬 3112001M1046 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ

ル
アルファロールカプセル０．２５μｇ 中外製薬 25.50

内用薬 3112001M1089 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

カルファリードカプセル０．２５ 大洋薬品工業 後発品 6.50
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 後発品 5.70

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 後発品 5.70
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内用薬 3112001M1127 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ビタミロアルファ０．２５ 日医工ファーマ 後発品 6.90
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 後発品 16.40

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 後発品 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 後発品 6.90

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 後発品 6.90
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 富士カプセル 後発品 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０．２５μ
ｇ

日医工ファーマ 後発品 6.90
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 後発品 6.80

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

後発品 7.50

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 後発品 11.50
内用薬 3112001M2069 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファロールカプセル０．５μｇ 中外製薬 48.00
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 後発品 11.50
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 後発品 10.00
内用薬 3112001M2158 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ビタミロアルファ０．５ 日医工ファーマ 後発品 10.00
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 後発品 29.60
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 後発品 11.50
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 後発品 11.50
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 後発品 10.00
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 後発品 11.10
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 後発品 22.50
内用薬 3112001M3065 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファロールカプセル１μｇ 中外製薬 89.80
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 後発品 22.50
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 後発品 19.80
内用薬 3112001M3162 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ビタミロアルファ１．０ 日医工ファーマ 後発品 19.80
内用薬 3112001M3189 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ロンプリールカプセル１．０ 日医工ファーマ 後発品 19.80
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 後発品 52.40
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 後発品 22.50
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 後発品 22.50
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 後発品 19.80
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 後発品 21.40
内用薬 3112001M4037 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファロールカプセル３μｇ 中外製薬 342.70
内用薬 3112001S1037 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ ワンアルファ液 帝人ファーマ 80.60
内用薬 3112001S1045 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ アルファロール内用液０．５μｇ／ｍ

Ｌ
中外製薬 86.40

内用薬 3112001S1053 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ ワンアルファ内用液０．５μｇ／ｍＬ 帝人ファーマ 80.60
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 後発品 23.30
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

後発品 6.90
内用薬 3112004M1023 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ

ル
ロカルトロールカプセル０．２５ 中外製薬 37.50

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 後発品 10.80
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 後発品 9.00

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 メディサ新薬 後発品 10.80
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 後発品 9.00

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 後発品 9.90
内用薬 3112004M1120 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ

ル
ポスロットルＳカプセル０．２５ ニプロジェネファ 後発品 8.50

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 後発品 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 後発品 9.00

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 後発品 10.90
内用薬 3112004M2020 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル ロカルトロールカプセル０．５ 中外製薬 67.70
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 後発品 18.70
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 メディサ新薬 後発品 18.70
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 後発品 16.50
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 後発品 15.00
内用薬 3112005F1029 ファレカルシトリオール ０．１５μｇ１錠 フルスタン錠０．１５ 大日本住友製薬 352.00
内用薬 3112005F1037 ファレカルシトリオール ０．１５μｇ１錠 ホーネル錠０．１５ 大正製薬 352.00
内用薬 3112005F2025 ファレカルシトリオール ０．３μｇ１錠 フルスタン錠０．３ 大日本住友製薬 525.50
内用薬 3112005F2033 ファレカルシトリオール ０．３μｇ１錠 ホーネル錠０．３ 大正製薬 525.50
内用薬 3113001X1015 肝油 １０ｇ 局 肝油 26.90
内用薬 3119001M1020 エトレチナート １０ｍｇ１カプセル チガソンカプセル１０ 中外製薬 261.90
内用薬 3119001M2027 エトレチナート ２５ｍｇ１カプセル チガソンカプセル２５ 中外製薬 665.60
内用薬 3121001B1010 塩酸チアミン ０．１％１ｇ 局 塩酸チアミン散 6.40
内用薬 3121001B2016 塩酸チアミン ０．３３％１ｇ 局 塩酸チアミン散 6.40
内用薬 3121001B3012 塩酸チアミン ０．３５％１ｇ 局 塩酸チアミン散 6.40
内用薬 3121001B4019 塩酸チアミン ０．５％１ｇ 局 塩酸チアミン散 6.40
内用薬 3121001B5015 塩酸チアミン １％１ｇ 局 塩酸チアミン散 7.30
内用薬 3121001X1017 塩酸チアミン １ｇ 局 塩酸チアミン 13.00
内用薬 3121002X1011 硝酸チアミン １ｇ 局 硝酸チアミン 17.00
内用薬 3122001F1027 塩酸ジセチアミン ２５ｍｇ１錠 ジセタミン錠２５ 塩野義製薬 6.10
内用薬 3122002F2028 オクトチアミン ２５ｍｇ１錠 ノイビタ錠「２５」 アイロム製薬 5.70
内用薬 3122004F2043 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１錠 ジアノイナミン１０ 鶴原製薬 5.00
内用薬 3122004F2124 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１錠 ジアノイナミン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.00
内用薬 3122006F2034 ビスベンチアミン ２５ｍｇ１錠 ベストン糖衣錠（２５ｍｇ） 田辺三菱製薬 6.20
内用薬 3122007F1024 フルスルチアミン ５ｍｇ１錠 ５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業 6.00
内用薬 3122007F2039 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業 6.40
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 後発品 5.40
内用薬 3122007F3027 フルスルチアミン ５０ｍｇ１錠 ５０ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業 11.90
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 後発品 5.60
内用薬 3131001F1158 フラビンアデニンジヌク

レオチド
５ｍｇ１錠 フラビタン錠５ｍｇ トーアエイヨー 5.90

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 後発品 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 後発品 5.60
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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 後発品 5.60

内用薬 3131001F2154 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 フラビタン錠１０ｍｇ トーアエイヨー 7.70

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 後発品 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 後発品 5.70

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 後発品 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 後発品 5.80

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 後発品 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 後発品 5.80

内用薬 3131001Q1094 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ フラビタンシロップ０．３％ トーアエイヨー 8.60

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 後発品 3.50

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 後発品 3.30

内用薬 3131002C1024 酪酸リボフラビン １０％１ｇ ハイボン細粒１０％ 田辺三菱製薬 14.30
内用薬 3131002C1075 酪酸リボフラビン １０％１ｇ リボビス細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 3131002C2020 酪酸リボフラビン ２０％１ｇ ハイボン細粒２０％ 田辺三菱製薬 18.70
内用薬 3131002D1143 酪酸リボフラビン １０％１ｇ バイラブ顆粒１０％ イセイ 後発品 6.20
内用薬 3131002F1276 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 ハイボン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 5.60
内用薬 3131002F1284 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 ミタンＢ２錠２０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.40

内用薬 3131002F1292 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 バイラブ錠２０ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 3131002F1306 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 リボビス錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40
内用薬 3131002F2078 酪酸リボフラビン ４０ｍｇ１錠 ハイボン錠４０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.30
内用薬 3131003B2011 リボフラビン ０．２％１ｇ 局 リボフラビン散 6.40
内用薬 3131003B4014 リボフラビン １％１ｇ 局 リボフラビン散 7.20
内用薬 3131003B4049 リボフラビン １％１ｇ 局 強力ビスラーゼ末１％ トーアエイヨー 9.30
内用薬 3131003X1012 リボフラビン １ｇ 局 リボフラビン 29.60
内用薬 3132001B1048 ニコチン酸 １０％１ｇ ナイクリン散１０％ トーアエイヨー 6.20
内用薬 3132001F1031 ニコチン酸 ５０ｍｇ１錠 ナイクリン錠５０ｍｇ トーアエイヨー 6.10
内用薬 3132002B1034 ニコチン酸アミド １０％１ｇ ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 ゾンネボード製薬 12.70
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 後発品 6.20
内用薬 3133001B1193 パンテチン ２０％１ｇ パントシン散２０％ 第一三共 18.20
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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.20
内用薬 3133001C3035 パンテチン ５０％１ｇ パントシン細粒５０％ 第一三共 36.70
内用薬 3133001F1110 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パントシン錠３０ 第一三共 5.90
内用薬 3133001F1128 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パルトックス錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F2132 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パントシン錠６０ 第一三共 7.80
内用薬 3133001F2256 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パルトックス錠６０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F3058 パンテチン １００ｍｇ１錠 デルモリチン錠１００ イセイ 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 3133001F3090 パンテチン １００ｍｇ１錠 パントシン錠１００ 第一三共 10.40
内用薬 3133001F3139 パンテチン １００ｍｇ１錠 ヨウテチン錠１００ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 3133001F4020 パンテチン ２００ｍｇ１錠 パントシン錠２００ 第一三共 20.80
内用薬 3133002X1012 パントテン酸カルシウム １ｇ 局 パントテン酸カルシウム 9.40
内用薬 3133003B1095 パントテン酸カルシウム １０％１ｇ パントテン酸カルシウム散１０％「マ

ルイシ」
丸石製薬 6.20

内用薬 3133003B1109 パントテン酸カルシウム １０％１ｇ パントテン酸カルシウム散１０％「三
恵」

三恵薬品 6.20

内用薬 3134001X1015 塩酸ピリドキシン １ｇ 局 塩酸ピリドキシン 32.90
内用薬 3134002B2035 塩酸ピリドキシン １０％１ｇ 強力アデロキシン末 ゾンネボード製薬 48.90
内用薬 3134002B2060 塩酸ピリドキシン １０％１ｇ ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」 丸石製薬 25.80
内用薬 3134002B2078 塩酸ピリドキシン １０％１ｇ アデロキシン散１０％ ゾンネボード製薬 48.90
内用薬 3134002F1057 塩酸ピリドキシン ３０ｍｇ１錠 ビタミンＢ６錠３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5.60
内用薬 3134003F1205 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.60
内用薬 3134003F1256 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 リボビックス－１０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134003F1345 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 リン酸ピリドキサール錠１０「ホエ

イ」
マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 3134003F1388 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 ピドキサール錠１０ｍｇ 中外製薬 5.70
内用薬 3134003F1396 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 リボビックス錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134003F2112 リン酸ピリドキサール ２０ｍｇ１錠 リボビックス－２０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134003F2147 リン酸ピリドキサール ２０ｍｇ１錠 ピドキサール錠２０ｍｇ 中外製薬 6.50
内用薬 3134003F2155 リン酸ピリドキサール ２０ｍｇ１錠 リボビックス錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134003F3143 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠３０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.60
内用薬 3134003F3208 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 リボビックス－３０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134003F3267 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ※ リン酸ピリドキサール錠３０（小林化

工）
小林化工 後発品 5.60

内用薬 3134003F3330 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ピドキサール錠３０ｍｇ 中外製薬 11.20
内用薬 3134003F3348 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 リボビックス錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134004B2026 リン酸ピリドキサールカ

ルシウム
１０％１ｇ アデロキザール散 ゾンネボード製薬 61.50

内用薬 3134004B3022 リン酸ピリドキサールカ
ルシウム

７．８％１ｇ アデロキザール散７．８％ ゾンネボード製薬 61.50

内用薬 3135001F1017 葉酸 ５ｍｇ１錠 局 葉酸錠 9.60
内用薬 3135002B1036 葉酸 １０％１ｇ フォリアミン散１００ｍｇ／ｇ 日本製薬 62.00
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内用薬 3136001F1197 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバマイド錠２５０μｇ 協和発酵キリン 9.20
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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 3136001F2096 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバマイド錠５００μｇ 協和発酵キリン 16.30
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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60

内用薬 3136001M2052 コバマミド ０．５ｍｇ１カプセル ハイコバールカプセル５００μｇ エーザイ 26.40
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 後発品 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 後発品 28.00
内用薬 3136004F1034 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 バンコミン錠２５０ 大日本住友製薬 後発品 5.60
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 後発品 14.00
内用薬 3136004F1069 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 ヨウコバール錠２５０ 陽進堂 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 3136004F2065 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 バンコミン錠５００ 大日本住友製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 21.10
内用薬 3136004F2154 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 ヨウコバール錠５００ 陽進堂 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 3136004M1033 メコバラミン ０．２５ｍｇ１カプセ

ル
コバメチンカプセル２５０ 第一三共 後発品 6.50

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） 後発品 5.70
内用薬 3136004M2030 メコバラミン ０．５ｍｇ１カプセル チオキネートカプセル５００μｇ 長生堂製薬 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 3140001B1015 アスコルビン酸 ５％１ｇ 局 アスコルビン酸散 7.20
内用薬 3140001B1066 アスコルビン酸 ５％１ｇ 局 ビタミンＣ散「フソー」－５０ｍｇ 扶桑薬品工業 8.30
内用薬 3140001B2011 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 アスコルビン酸散 7.20
内用薬 3140001B2100 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 ビタミンＣ散「フソー」－１００ｍｇ 扶桑薬品工業 8.60
内用薬 3140001B2135 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 ビスコリン散１０％ 第一三共 8.60
内用薬 3140001B3018 アスコルビン酸 ２０％１ｇ 局 アスコルビン酸散 8.10
内用薬 3140001X1012 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸 7.30
内用薬 3140001X1020 アスコルビン酸 １ｇ 局 ※ アスコルビン酸（岩城） 岩城製薬 8.80
内用薬 3140001X1047 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「メタル」 中北薬品 8.50
内用薬 3140001X1071 アスコルビン酸 １ｇ 局 ※ アスコルビン酸（山善） 山善製薬 8.80
内用薬 3140001X1080 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸（（三晃）） 協和医療開発 8.30
内用薬 3140001X1098 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸　シオエ シオエ製薬 9.10
内用薬 3140001X1101 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「ヨシダ」 吉田製薬 9.10
内用薬 3140001X1144 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「ケンエー」 健栄製薬 8.30
内用薬 3140001X1152 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸原末「タケダ」 武田薬品工業 9.10
内用薬 3140001X1160 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸原末「マルイシ」 丸石製薬 8.30
内用薬 3140002D1037 アスコルビン酸 ２５％１ｇ ハイシー顆粒２５％ 武田薬品工業 6.20
内用薬 3150002D1025 酢酸トコフェロール ２０％１ｇ ユベ－Ｅ顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 3150002D1041 酢酸トコフェロール ２０％１ｇ ユベラ顆粒２０％ サンノーバ 11.60
内用薬 3150002D1050 酢酸トコフェロール ２０％１ｇ ユベ－Ｅ顆粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 3150002F1220 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ベクタン錠５０ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.60
内用薬 3150002F1239 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ユベラ錠５０ｍｇ サンノーバ 5.90
内用薬 3150002F1247 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 3150002F1255 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 バナール錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3150002F2049 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１錠 ユベ－Ｅ・１００ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3150002F2057 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１錠 ユベ－Ｅ錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3150002M1076 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１カプセル ベクタンカプセル１００ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.60
内用薬 3150002M1084 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１カプセル エセブロンカプセル１００ｍｇ 生晃栄養薬品 後発品 5.60
内用薬 3160001B1069 フィトナジオン １％１ｇ カチーフＮ散１０ｍｇ／ｇ 日本製薬 35.50
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 後発品 5.60
内用薬 3160001F1125 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ビタミンＫ１錠（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3160001F1311 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 カチーフＮ錠５ｍｇ 日本製薬 18.50
内用薬 3160001F1320 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ケーワン錠５ｍｇ エーザイ 16.70
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 後発品 5.60
内用薬 3160001F2016 フィトナジオン １０ｍｇ１錠 フィトナジオン１０ｍｇ錠 後発品 5.90
内用薬 3160001F2083 フィトナジオン １０ｍｇ１錠 カチーフＮ錠１０ｍｇ 日本製薬 35.10
内用薬 3160001M1027 フィトナジオン １０ｍｇ１カプセル ケーワンカプセル１０ｍｇ エーザイ 28.80
内用薬 3160001M2023 フィトナジオン ２０ｍｇ１カプセル ケーワンカプセル２０ｍｇ エーザイ 47.70
内用薬 3160002M1021 メナテトレノン ５ｍｇ１カプセル ケイツーカプセル５ｍｇ エーザイ 26.90
内用薬 3160002M2028 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル グラケーカプセル１５ｍｇ エーザイ 39.10
内用薬 3160002M2036 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 24.00

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 後発品 24.00
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「Ｋ

ＴＢ」
寿製薬 後発品 25.90

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「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 24.00

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「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 23.30

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「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 22.70
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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「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 24.00

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 後発品 26.90

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 後発品 22.70

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 後発品 23.30

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 後発品 24.00

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「Ｔ
Ｃ」

東洋カプセル 後発品 23.30

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「Ｔ
ＳＵ」

鶴原製薬 後発品 23.30

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 後発品 24.00

内用薬 3160002Q1040 メナテトレノン ０．２％１ｍＬ ケイツーシロップ０．２％ サンノーバ 27.80
内用薬 3179100F1023 リボフラビン・塩酸ピリ

ドキシン
１錠 強力ビフロキシン錠 ゾンネボード製薬 6.00

内用薬 3179100F1031 リボフラビン・塩酸ピリ
ドキシン

１錠 ビフロキシン配合錠 ゾンネボード製薬 6.00

内用薬 3179101M1124 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・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 後発品 5.40

内用薬 3179102F1022 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 アリチアＮ５０ マイラン製薬 5.60

内用薬 3179102F1030 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 アリチア配合錠 マイラン製薬 5.60

内用薬 3179104M1020 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ダイ・メジンカプセル 日医工 5.60

内用薬 3179105F1026 Ｂ１・Ｂ６・Ｂ１２配合
剤

１錠 トリドセラン錠 シオノケミカル 14.10
内用薬 3179105F1034 Ｂ１・Ｂ６・Ｂ１２配合

剤
１錠 トリドセラン配合錠 シオノケミカル 14.10

内用薬 3179106F1020 オクトチアミン・Ｂ２・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ノイロビタン錠 アステラス製薬 6.00

内用薬 3179106F1039 オクトチアミン・Ｂ２・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ノイロビタン配合錠 アステラス製薬 6.00

内用薬 3179107F1025 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタマル錠 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 3179107F1033 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタダン錠 メディサ新薬 後発品 9.60

内用薬 3179107F1041 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタダン配合錠 メディサ新薬 後発品 9.60

内用薬 3179107F1050 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタマル配合錠 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 3179107M1040 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタノイリンカプセル２５ 武田薬品工業 7.60

内用薬 3179107M1059 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタノイリンカプセル５０ 武田薬品工業 14.70

内用薬 3179108B1028 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１ｇ ビタメジン散 第一三共 27.60

内用薬 3179108B1036 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１ｇ ビタメジン配合散 第一三共 27.60

内用薬 3179109M1023 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル シグマビタンカプセル 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 3179109M1040 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジンカプセル２５ 第一三共 5.90

内用薬 3179109M1058 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ダイメジンスリービー配合カプセル 日医工 後発品 5.40

内用薬 3179109M1066 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ダイメジンスリービー配合カプセル２
５

日医工 後発品 5.40

内用薬 3179109M1074 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジン配合カプセルＢ２５ 第一三共 5.90

内用薬 3179110M1026 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジンカプセル５０ 第一三共 10.20

内用薬 3179110M1034 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジン配合カプセルＢ５０ 第一三共 10.20

内用薬 3179115D1053 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シナール 塩野義製薬 6.20

内用薬 3179115D1061 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シーピーＧ 東和薬品 後発品 6.20

内用薬 3179115D1070 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ デラキシーＭ 丸石製薬 後発品 6.20

内用薬 3179115D1088 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ ビューシーＳ 大洋薬品工業 後発品 6.20

内用薬 3179115D1096 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シナール配合顆粒 塩野義製薬 6.20

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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.20

内用薬 3179115F2026 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１錠 シナール錠２００ 塩野義製薬 6.60

内用薬 3179115F2034 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１錠 シナール配合錠 塩野義製薬 6.60

内用薬 3179117D1125 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ デルパント配合顆粒 陽進堂 5.90

内用薬 3179121A1028 レチノール・カルシフェ
ロール配合剤

１ｇ 調剤用パンビタン末 武田薬品工業 6.20

内用薬 3179122D1029 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ ワッサーＶ顆粒 東亜薬品 6.20
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内用薬 3179122D1037 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ ワッサーＶ配合顆粒 東亜薬品 6.20

内用薬 3190001B1041 ビオチン ０．２％１ｇ ビオチン散０．２％「フソー」 扶桑薬品工業 11.20
内用薬 3190001B1050 ビオチン ０．２％１ｇ ビオチン散０．２％「ホエイ」 東洋製薬化成 8.10
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 後発品 6.80

内用薬 3211001X1016 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム 26.90
内用薬 3211001X1040 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム．ＯＹ 日医工ファーマ 29.30
内用薬 3211001X1059 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ケンエー」 健栄製薬 36.70
内用薬 3211001X1067 乳酸カルシウム １０ｇ 局 ※ 乳酸カルシウム（小堺） 小堺製薬 35.70
内用薬 3211001X1075 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム　シオエ シオエ製薬 29.30
内用薬 3211001X1083 乳酸カルシウム １０ｇ 局 「純生」乳カル 純生薬品工業 32.10
内用薬 3211001X1105 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 28.40
内用薬 3211001X1121 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ホエイ」 マイラン製薬 36.70
内用薬 3211001X1156 乳酸カルシウム １０ｇ 局 ※ 乳酸カルシウム（山善） 山善製薬 32.10
内用薬 3211001X1210 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ヤクハン」 ヤクハン製薬 29.30
内用薬 3211001X1237 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 吉田製薬 36.70
内用薬 3211001X1253 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム水和物「シオエ」原末 シオエ製薬 29.30
内用薬 3211002F1031 乳酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60
内用薬 3212001X1021 グリセロリン酸カルシウ

ム
１ｇ グリセロリン酸カルシウム「イワキ」 岩城製薬 6.20

内用薬 3213001X1010 グルコン酸カルシウム １ｇ 局 グルコン酸カルシウム 7.90
内用薬 3213001X1045 グルコン酸カルシウム １ｇ 局 カルチコール末 日医工 9.40
内用薬 3214001F1020 Ｌ－アスパラギン酸カル

シウム
１錠 アスパラ－ＣＡ錠２００ 田辺三菱製薬 6.00

内用薬 3214001F1039 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム

１錠 アストスＣＡ錠２００ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3214001F1047 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ
「サワイ」

メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 3214001F1055 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム

１錠 エルスプリーＣＡ錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3215001X1015 塩化カルシウム １０ｇ 局 塩化カルシウム 16.50
内用薬 3219001X1014 リン酸水素カルシウム １０ｇ 局 リン酸水素カルシウム 13.60
内用薬 3219001X1030 リン酸水素カルシウム １０ｇ 局 リン酸水素カルシウム「エビス」 日興製薬 13.80
内用薬 3219001X1057 リン酸水素カルシウム １０ｇ 局 「純生」第二リン灰 純生薬品工業 15.10
内用薬 3219001X1090 リン酸水素カルシウム １０ｇ 局 リン酸水素カルシウム．ＹＩ 山田製薬 15.10
内用薬 3219001X1120 リン酸水素カルシウム １０ｇ 局 リン酸水素カルシウム水和物「ヨシ

ダ」
吉田製薬 14.50

内用薬 3221001X1012 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム 7.20
内用薬 3221001X1055 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ※ ヨウ化カリウム（小堺） 小堺製薬 9.00
内用薬 3221001X1063 ヨウ化カリウム １ｇ 局 「純生」ヨウ化カリウム 純生薬品工業 8.50
内用薬 3221001X1101 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム「ニッコー」 日興製薬 8.00
内用薬 3221001X1152 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム「ヨシダ」 吉田製薬 9.00
内用薬 3221001X1187 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ※ ヨウ化カリウム（山善） 山善製薬 8.00
内用薬 3221002L1066 ヨウ化カリウム ５０ｍｇ１丸 ※ ヨウ化カリウム丸（日医工） 日医工 5.70
内用薬 3221002L1074 ヨウ化カリウム ５０ｍｇ１丸 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 日医工 5.70
内用薬 3221004A1021 ヨウ素レシチン １ｇ ヨウレチン末 第一薬品産業 9.90
内用薬 3221004B1027 ヨウ素レシチン ２００μｇ１ｇ ヨウレチン散０．０２％ 第一薬品産業 9.90
内用薬 3221004F1029 ヨウ素レシチン ５０μｇ１錠 ヨウレチン錠「５０」 第一薬品産業 6.10
内用薬 3221004F2025 ヨウ素レシチン １００μｇ１錠 ヨウレチン錠「１００」 第一薬品産業 6.50
内用薬 3222003G1035 硫酸鉄 １錠 スローフィー錠５０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
9.10

内用薬 3222004X1030 硫酸鉄 １錠 テツクール徐放錠１００ｍｇ あすか製薬 後発品 9.10
内用薬 3222007G1025 硫酸鉄 １錠 フェロ・グラデュメット アボットジャパン 9.60
内用薬 3222007G1033 硫酸鉄 １錠 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ アボットジャパン 9.60
内用薬 3222010N1026 フマル酸第一鉄 ３０５ｍｇ１カプセル フェルム・カプセル 日医工 10.30
内用薬 3222010N2022 フマル酸第一鉄 鉄１００ｍｇ１カプセ

ル
フェルムカプセル１００ｍｇ 日医工 10.30

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

後発品 6.10

内用薬 3222013D1059 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

１ｇ フェロミア顆粒８．３％ サンノーバ 17.90
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 後発品 7.10

内用薬 3222013F1025 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フェロミア錠５０ｍｇ サンノーバ 10.80
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 後発品 5.80

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 後発品 5.60
内用薬 3222013F1092 クエン酸第一鉄ナトリウ

ム
鉄５０ｍｇ１錠 フェロフィール錠５０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 6.70

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 後発品 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 後発品 5.60

内用薬 3222013F1122 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フェレダイム錠５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 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 後発品 5.80

内用薬 3229001X1010 塩化カリウム １０ｇ 局 塩化カリウム 8.90
内用薬 3229001X1053 塩化カリウム １０ｇ 局 塩化カリウム「フソー」 扶桑薬品工業 9.40
内用薬 3229002G1058 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 エフズレンＫ錠６００ｍｇ シオエ製薬 後発品 6.00
内用薬 3229002G1066 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 スローケー錠６００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
8.20

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 後発品 6.00
内用薬 3229002S1026 塩化カリウム １０％１０ｍＬ Ｋ．Ｃ．Ｌ．エリキシル（１０Ｗ／

Ｖ％）
丸石製薬 22.90

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 後発品 11.40
内用薬 3229005B1038 Ｌ－アスパラギン酸カリ

ウム
５０％１ｇ アスパラカリウム散５０％ 田辺三菱製薬 7.00

内用薬 3229005F1030 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

３００ｍｇ１錠 アスケート錠 共和薬品工業 後発品 5.80

内用薬 3229005F1080 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

３００ｍｇ１錠 アスパラカリウム錠３００ｍｇ 田辺三菱製薬 6.00

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 後発品 5.80

76 / 127 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

内用薬 3229007C1032 グルコン酸カリウム カリウム４ｍＥｑ１ｇ グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ ポーラファルマ 9.30
内用薬 3229007F1047 グルコン酸カリウム カリウム２．５ｍＥｑ

１錠
グルコンサンＫ錠２．５ｍＥｑ ポーラファルマ 6.10

内用薬 3229007F2035 グルコン酸カリウム カリウム５ｍＥｑ１錠 グルコンサンＫ錠５ｍＥｑ ポーラファルマ 10.70
内用薬 3229100D2022 ナトリウム・カリウム・

マグネシウム配合剤
４ｇ１包 ソリタ－Ｔ顆粒２号 味の素 23.20

内用薬 3229100D2030 ナトリウム・カリウム・
マグネシウム配合剤

４ｇ１包 ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 味の素 23.20

内用薬 3229101D2027 ナトリウム・カリウム・
マグネシウム配合剤

４ｇ１包 ソリタ－Ｔ顆粒３号 味の素 22.90

内用薬 3229101D2035 ナトリウム・カリウム・
マグネシウム配合剤

４ｇ１包 ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 味の素 22.90

内用薬 3229102F1034 アスパラギン酸カリウ
ム・マグネシウム

（１５０ｍｇ）１錠 アスパラ錠医家用 田辺三菱製薬 6.20

内用薬 3229102F1107 アスパラギン酸カリウ
ム・マグネシウム

（１５０ｍｇ）１錠 アスパラ配合錠 田辺三菱製薬 6.20

内用薬 3231001X1019 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖 7.50
内用薬 3231001X1043 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖．ＯＩ 日医工ファーマ 13.70
内用薬 3231001X1060 ブドウ糖 １０ｇ 局 ※ ブドウ糖（小堺） 小堺製薬 9.70
内用薬 3231001X1078 ブドウ糖 １０ｇ 局 「純生」グルコース 純生薬品工業 12.50
内用薬 3231001X1094 ブドウ糖 １０ｇ 局 ※ ブドウ糖（扶桑） 扶桑薬品工業 10.90
内用薬 3231001X1140 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖（（三晃）） 協和医療開発 13.30
内用薬 3231001X1167 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「ニッコー」 日興製薬 13.30
内用薬 3231001X1175 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「ヨシダ」 吉田製薬 12.50
内用薬 3232001X1016 果糖 １ｇ 局 果糖 9.60
内用薬 3253001D1028 総合アミノ酸製剤 ２．５ｇ１包 アミユー顆粒 味の素 52.60
内用薬 3253001D1036 総合アミノ酸製剤 ２．５ｇ１包 アミユー配合顆粒 味の素 52.60
内用薬 3253002D1022 総合アミノ酸製剤 １ｇ ＥＳポリタミン顆粒 日本製薬 14.10
内用薬 3253002D1030 総合アミノ酸製剤 １ｇ ＥＳポリタミン配合顆粒 日本製薬 14.10
内用薬 3253003D1035 イソロイシン・ロイシ

ン・バリン
４．７４ｇ１包 リックル顆粒 沢井製薬 後発品 128.10

内用薬 3253003D1043 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 レオバクトン顆粒分包 長生堂製薬 後発品 128.10

内用薬 3253003D1051 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 アミノバクト顆粒 日医工 後発品 106.10

内用薬 3253003D1078 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 リバレバン顆粒 メディサ新薬 後発品 124.10

内用薬 3253003D1086 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 コベニール顆粒 陽進堂 後発品 112.20

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 後発品 157.80

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 後発品 106.10

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 後発品 112.20

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 後発品 128.10

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 後発品 124.10

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 後発品 128.10

内用薬 3253003D2023 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．１５ｇ１包 リーバクト顆粒 味の素 252.60

内用薬 3253003D2031 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．１５ｇ１包 リーバクト配合顆粒 味の素 252.60

内用薬 3253003D3020 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．５ｇ１包 ヘパアクト顆粒 東亜薬品 後発品 167.90

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 後発品 167.90

内用薬 3253003D4026 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７３ｇ１包 ブラニュート顆粒 日本製薬 後発品 175.00

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 後発品 175.00

内用薬 3259103B1028 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタール 味の素 59.20
内用薬 3259103B1036 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタール配合内用剤 味の素 59.20
内用薬 3259107A1020 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタールＰ 味の素 76.00
内用薬 3259107A1039 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 味の素 76.00
内用薬 3259108B1020 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ アミノレバンＥＮ 大塚製薬 107.80
内用薬 3259108B1039 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ アミノレバンＥＮ配合散 大塚製薬 107.80
内用薬 3259109S1025 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ エンシュア・リキッド 明治乳業 6.70
内用薬 3259111A1027 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ ヘパンＥＤ 味の素 100.10
内用薬 3259111A1035 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ ヘパンＥＤ配合内用剤 味の素 100.10
内用薬 3259112S1027 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ハーモニック－Ｍ エスエス製薬 9.40
内用薬 3259113S1021 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ（混合調製後

の内用液として）
ツインライン イーエヌ大塚製薬 9.60

内用薬 3259113S1030 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ（混合調製後
の内用液として）

ツインライン配合経腸用液 イーエヌ大塚製薬 9.60

内用薬 3259114S1026 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ エンシュア・Ｈ 明治乳業 11.80
内用薬 3259115S1020 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ハーモニック－Ｆ エスエス製薬 8.60
内用薬 3259116S1025 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ラコール イーエヌ大塚製薬 9.10
内用薬 3259116S1033 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ラコール配合経腸用液 イーエヌ大塚製薬 9.10
内用薬 3272001X1038 マルツエキス １ｇ ※ マルツエキス分包（和光堂） 和光堂 6.40
内用薬 3272001X1046 マルツエキス １ｇ ※ マルツエキス（和光堂） 和光堂 6.40
内用薬 3279103X2024 フェニルアラニン除去ミ

ルク
１ｇ 雪印新フェニルアラニン除去ミルク 雪印乳業 10.70

内用薬 3279103X2032 フェニルアラニン除去ミ
ルク

１ｇ フェニルアラニン除去ミルク配合散
「雪印」

雪印乳業 10.70
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内用薬 3279104X2029 ロイシン・イソロイシ
ン・バリン除去ミルク

１ｇ 雪印新ロイシン・イソロイシン・バリ
ン除去ミルク

雪印乳業 10.80

内用薬 3279104X2037 ロイシン・イソロイシ
ン・バリン除去ミルク

１ｇ ロイシン・イソロイシン・バリン除去
ミルク配合散「雪印」

雪印乳業 10.80

内用薬 3291001X1017 ブドウ酒 １０ｍＬ 局 ブドウ酒 20.70
内用薬 3321002B1139 カルバゾクロムスルホン

酸ナトリウム
１０％１ｇ アドナ散１０％ 田辺三菱製薬 47.30

内用薬 3321002B1147 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０％１ｇ アーツェー散１０％ 日医工ファーマ 後発品 11.90

内用薬 3321002C1134 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０％１ｇ カルタゾン細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 3321002C1142 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０％１ｇ ラノビ細粒１０％ イセイ 後発品 8.90

内用薬 3321002F1092 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０ｍｇ１錠 アドナ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.40

内用薬 3321002F1106 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０ｍｇ１錠 アーツェー錠１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.00

内用薬 3321002F2153 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 カルタゾン錠３０ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3321002F2269 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 タジン錠３０ あすか製薬 後発品 10.80

内用薬 3321002F2358 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 ラノビ錠３０ イセイ 後発品 5.60

内用薬 3321002F2366 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 アドナ錠３０ｍｇ 田辺三菱製薬 12.10

内用薬 3321002F2374 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 アーツェー錠３０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60

内用薬 3321002F2382 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 カルバジャスト錠３０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3321002F2390 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 オダノン錠３０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3321003F2042 メシル酸アドレノクロム
モノアミノグアニジン

３０ｍｇ１錠 Ｓ・アドクノン錠３０ アルフレッサ
ファーマ

11.40

内用薬 3321003F2085 メシル酸アドレノクロム
モノアミノグアニジン

３０ｍｇ１錠 エーシーコール錠３０ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 3321003F2093 メシル酸アドレノクロム
モノアミノグアニジン

３０ｍｇ１錠 Ｓ－アドカル錠３０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.80

内用薬 3322001X1015 ゼラチン １０ｇ 局 ゼラチン 17.10
内用薬 3322002X1010 精製ゼラチン １０ｇ 局 精製ゼラチン 17.10
内用薬 3323001C1053 トロンビン １０，０００単位１ｇ

１包
経口用トロンビン細粒１万単位「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 639.90

内用薬 3323001C1061 トロンビン １０，０００単位１ｇ
１包

経口用トロンビン細粒１万単位 持田製薬 1,450.90

内用薬 3323001C2033 トロンビン ２０，０００単位２ｇ
１包

経口用トロンビン細粒２万単位 持田製薬 2,255.20

内用薬 3323001C2041 トロンビン ２０，０００単位２ｇ
１包

経口用トロンビン細粒２万単位「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 849.50

内用薬 3323001C3056 トロンビン ５，０００単位０．５
ｇ１包

経口用トロンビン細粒０．５万単位
「サワイ」

沢井製薬 後発品 486.50

内用薬 3323001C3064 トロンビン ５，０００単位０．５
ｇ１包

経口用トロンビン細粒５千単位 持田製薬 1,002.50

内用薬 3327002B1027 トラネキサム酸 ５０％１ｇ トランサミン散５０％ 第一三共 19.40
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 後発品 7.60
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 後発品 7.60
内用薬 3327002F1134 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 ニコルダ錠２５０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 6.30
内用薬 3327002F1142 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トランサミン錠２５０ｍｇ 第一三共 11.20
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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.30
内用薬 3327002F2041 トラネキサム酸 ５００ｍｇ１錠 局 トランサミン錠５００ｍｇ 第一三共 20.50
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 後発品 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 後発品 11.00
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 後発品 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 後発品 6.40
内用薬 3327002M1303 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トランサミンカプセル２５０ｍｇ 第一三共 11.00
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 後発品 3.40

内用薬 3327002Q1062 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トランサミンシロップ５％ ニプロパッチ 4.30
内用薬 3329100H1023 カルバゾクロム・アスコ

ルビン酸配合剤
１錠 オフタルムＫ錠 アルフレッサ

ファーマ
16.50

内用薬 3329100H1031 カルバゾクロム・アスコ
ルビン酸配合剤

１錠 オフタルムＫ配合錠 アルフレッサ
ファーマ

16.50

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） 後発品 9.60
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 後発品 9.60
内用薬 3332001F1016 ワルファリンカリウム １ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.60
内用薬 3332001F2012 ワルファリンカリウム ５ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 10.60
内用薬 3332001F3019 ワルファリンカリウム ０．５ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.60
内用薬 3332001F4015 ワルファリンカリウム ２ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.60
内用薬 3399001C1027 塩酸チクロピジン １０％１ｇ パナルジン細粒１０％ サノフィ・アベン

ティス
69.40

内用薬 3399001C1051 塩酸チクロピジン １０％１ｇ ニチステート細粒１０％ 日医工 後発品 21.00
内用薬 3399001C1060 塩酸チクロピジン １０％１ｇ チクピロン細粒１０％ 沢井製薬 後発品 24.80
内用薬 3399001F1015 塩酸チクロピジン １００ｍｇ１錠 塩酸チクロピジン１００ｍｇ錠 後発品 7.50
内用薬 3399001F1082 塩酸チクロピジン １００ｍｇ１錠 パナルジン錠 サノフィ・アベン

ティス
61.90

内用薬 3399001F1112 塩酸チクロピジン １００ｍｇ１錠 ピクロジン錠 日医工ファーマ 後発品 13.00
内用薬 3399001F1279 塩酸チクロピジン １００ｍｇ１錠 ヒシミドン錠１００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 13.50

78 / 127 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

内用薬 3399001F1384 塩酸チクロピジン １００ｍｇ１錠 パナルジン錠１００ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

61.90

内用薬 3399002B1026 シロスタゾール ２０％１ｇ プレタール散２０％ 大塚製薬 402.50
内用薬 3399002F1010 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠 後発品 16.10
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 後発品 26.30
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 後発品 75.70
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 後発品 25.40
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 後発品 32.10
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 後発品 26.30
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 後発品 29.60
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 後発品 29.60
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 後発品 69.50
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 後発品 25.40
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 後発品 30.60
内用薬 3399002F1150 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ラノミン錠５０ ダイト 後発品 23.40
内用薬 3399002F1168 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ロタゾナ錠５０ 長生堂製薬 後発品 23.40
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 後発品 26.30
内用薬 3399002F1192 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレタール錠５０ｍｇ 大塚製薬 105.50
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 後発品 29.60

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 後発品 23.40
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 後発品 71.90
内用薬 3399002F2016 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠 後発品 30.10
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 後発品 56.40
内用薬 3399002F2040 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 エジェンヌ錠１００ 陽進堂 後発品 45.60
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 後発品 141.70
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 後発品 63.70
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 後発品 51.20
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 後発品 52.40
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 後発品 59.90
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 後発品 130.80
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 後発品 70.70
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 後発品 43.40
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 後発品 51.20
内用薬 3399002F2199 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 ロタゾナ錠１００ 長生堂製薬 後発品 39.20
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 後発品 132.70
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 後発品 47.50
内用薬 3399002F2237 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレタール錠１００ｍｇ 大塚製薬 189.50
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 後発品 61.40

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 後発品 39.20
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 後発品 73.40
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 後発品 90.10
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 後発品 42.90

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 後発品 45.90

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 後発品 39.30

内用薬 3399003F1073 リマプロストアルファデ
クス

５μｇ１錠 オパルモン錠５μｇ 小野薬品工業 78.50

内用薬 3399003F1081 リマプロストアルファデ
クス

５μｇ１錠 プロレナール錠５μｇ 大日本住友製薬 72.30

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 後発品 36.30

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 後発品 36.30

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 後発品 93.90

内用薬 3399004M1026 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパデールカプセル３００ 持田製薬 48.10
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 後発品 35.70
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 後発品 18.30
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 後発品 21.30
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 後発品 23.70
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 後発品 26.70
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 後発品 18.30
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 後発品 21.30
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 後発品 32.20
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 後発品 17.90
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 後発品 18.80
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 後発品 22.70
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 後発品 18.80
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 後発品 19.10
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 後発品 18.80
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 後発品 16.20
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３００ｍ

ｇ
東洋カプセル 後発品 19.10

内用薬 3399004M2022 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 エパデールＳ３００ 持田製薬 49.40
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３

００ｍｇ「ＴＣ」
東洋カプセル 後発品 18.30

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３
００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 19.30

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３
００ｍｇ「サワイ」

メディサ新薬 後発品 20.80

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３
００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 18.30
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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 後発品 19.30
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 後発品 18.30
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 後発品 26.60
内用薬 3399004M3029 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 エパデールＳ６００ 持田製薬 94.70
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 後発品 84.70
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６

００ｍｇ「ＴＣ」
東洋カプセル 後発品 37.40

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６
００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 35.90

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６
００ｍｇ「サワイ」

メディサ新薬 後発品 39.70

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６
００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 35.90

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 後発品 35.90
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 後発品 35.90
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 後発品 51.80
内用薬 3399004M4025 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 エパデールＳ９００ 持田製薬 138.90
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 後発品 126.70
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９

００ｍｇ「ＴＣ」
東洋カプセル 後発品 55.30

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９
００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 55.30

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９
００ｍｇ「サワイ」

メディサ新薬 後発品 59.90

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９
００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 53.30

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 後発品 52.00
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 後発品 55.30
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 後発品 77.30
内用薬 3399005F1021 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ドルナー錠２０μｇ 東レ 70.50
内用薬 3399005F1030 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロサイリン錠２０ 科研製薬 69.60
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 後発品 29.90
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 後発品 27.30
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 後発品 31.70
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 後発品 31.70
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 後発品 49.70
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 後発品 27.30
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 後発品 27.30
内用薬 3399005F1129 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベプラリード錠２０μｇ 長生堂製薬 後発品 36.60
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 後発品 31.70
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 後発品 29.90
内用薬 3399005F1161 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラドルリン錠２０μｇ 陽進堂 後発品 27.30
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 後発品 36.60
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 後発品 70.10
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 後発品 77.40
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 後発品 59.70
内用薬 3399005F2052 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラドルリン錠４０μｇ 陽進堂 後発品 44.40
内用薬 3399006C1020 塩酸サルポグレラート １０％１ｇ アンプラーグ細粒１０％ 田辺三菱製薬 155.10
内用薬 3399006F1026 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 アンプラーグ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 84.80
内用薬 3399006F1034 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ

「ＢＭＤ」
ビオメディクス 後発品 62.80

内用薬 3399006F1042 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＤＫ」

大興製薬 後発品 62.80

内用薬 3399006F1050 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 62.80

内用薬 3399006F1069 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 62.80

内用薬 3399006F1077 塩酸サルポグレラート 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

後発品 62.80

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

小林化工 後発品 62.80

内用薬 3399006F1093 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 62.80

内用薬 3399006F1107 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＮＳ」

日新製薬（山形） 後発品 62.80

内用薬 3399006F1115 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 62.80

内用薬 3399006F1123 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＴＳＵ」

鶴原製薬 後発品 62.80

内用薬 3399006F1131 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 62.80

内用薬 3399006F1140 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 62.80

内用薬 3399006F1158 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 62.80

内用薬 3399006F1166 塩酸サルポグレラート 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 後発品 62.80

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

日本ケミファ 後発品 62.80

内用薬 3399006F1182 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 62.80

内用薬 3399006F1190 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 62.80

内用薬 3399006F1204 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「三和」

シオノケミカル 後発品 62.80

内用薬 3399006F1212 塩酸サルポグレラート 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 後発品 62.80
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内用薬 3399006F1220 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 62.80

内用薬 3399006F1239 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 62.80

内用薬 3399006F1247 塩酸サルポグレラート 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 後発品 62.80

内用薬 3399006F2022 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 アンプラーグ錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 145.20
内用薬 3399006F2030 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ

「ＢＭＤ」
ビオメディクス 後発品 108.50

内用薬 3399006F2049 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＤＫ」

大興製薬 後発品 108.50

内用薬 3399006F2057 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 108.50

内用薬 3399006F2065 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 108.50

内用薬 3399006F2073 塩酸サルポグレラート 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

後発品 108.50

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

小林化工 後発品 108.50

内用薬 3399006F2090 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 108.50

内用薬 3399006F2103 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＮＳ」

日新製薬（山形） 後発品 108.50

内用薬 3399006F2111 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 108.50

内用薬 3399006F2120 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＴＳＵ」

鶴原製薬 後発品 108.50

内用薬 3399006F2138 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 108.50

内用薬 3399006F2146 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 108.50

内用薬 3399006F2154 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 108.50

内用薬 3399006F2162 塩酸サルポグレラート 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 後発品 108.50

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

日本ケミファ 後発品 108.50

内用薬 3399006F2189 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 108.50

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

サンド 後発品 108.50

内用薬 3399006F2200 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「三和」

シオノケミカル 後発品 108.50

内用薬 3399006F2219 塩酸サルポグレラート 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 後発品 108.50

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

東和薬品 後発品 108.50

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

日医工 後発品 108.50

内用薬 3399006F2243 塩酸サルポグレラート 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 後発品 108.50

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 後発品 5.80
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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.80

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 後発品 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 後発品 5.60

内用薬 3399008F1025 硫酸クロピドグレル ２５ｍｇ１錠 プラビックス錠２５ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

109.40

内用薬 3399008F2021 硫酸クロピドグレル ７５ｍｇ１錠 プラビックス錠７５ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

275.80

内用薬 3399100F1027 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 アスファネート錠８１ｍｇ 中北薬品 後発品 5.60

内用薬 3399100F1043 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 ニトギス錠８１ｍｇ シオノケミカル 後発品 5.60

内用薬 3399100F1051 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 バッサミン錠８１ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3399100F1060 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 バファリン８１ｍｇ錠 ライオン 後発品 5.80

内用薬 3399100F1078 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 ファモター８１ｍｇ錠 鶴原製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.80

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 後発品 5.60

内用薬 3916001X1053 グルクロノラクトン １ｇ グロンサン原末 中外製薬 10.60
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 後発品 5.60

内用薬 3919001F2137 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 プロトポルト錠 寿製薬 後発品 5.60

内用薬 3919001F2218 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 プロルモン錠 田辺三菱製薬 後発品 7.50
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内用薬 3919001F2277 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 レバスダン錠 日新製薬（山形） 後発品 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 後発品 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 後発品 7.50

内用薬 3919002B1036 ジクロロ酢酸ジイソプロ
ピルアミン

１０％１ｇ リバオール散１０％ 第一三共 24.30

内用薬 3919002F1038 ジクロロ酢酸ジイソプロ
ピルアミン

２０ｍｇ１錠 リバオール錠２０ｍｇ 第一三共 6.00

内用薬 3919003F2020 チオプロニン １００ｍｇ１錠 チオラ錠１００ マイラン製薬 11.10
内用薬 3919005F1031 マロチラート ２００ｍｇ１錠 カンテック錠２００ｍｇ 第一三共 109.20
内用薬 3919006B1034 アミノエチルスルホン酸 ９８％１ｇ タウリン散９８％「大正」 大正製薬 10.20
内用薬 3919007M1021 プロパゲルマニウム １０ｍｇ１カプセル セロシオンカプセル１０ 三和化学研究所 193.90
内用薬 3919100F1088 グリチルリチン・ＤＬ－

メチオニン配合剤
１錠 グリチロン錠 ミノファーゲン製

薬
5.90

内用薬 3919100F1096 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ニチファーゲン錠 日新製薬（山形） 5.00

内用薬 3919100F1100 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ネオファーゲンＣ錠 大鵬薬品工業 5.60

内用薬 3919100F1150 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 グリチロン配合錠 ミノファーゲン製
薬

5.90

内用薬 3919100F1169 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ニチファーゲン配合錠 日新製薬（山形） 5.00

内用薬 3919100F1177 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ネオファーゲンＣ配合錠 大鵬薬品工業 5.60

内用薬 3919101F1023 肝臓加水分解物配合剤 １錠 プロヘパール錠 科研製薬 7.40
内用薬 3919101F1031 肝臓加水分解物配合剤 １錠 プロヘパール配合錠 科研製薬 7.40
内用薬 3919300D1024 肝臓加水分解物 ２０％１ｇ レバイデンＧ顆粒 東邦新薬 9.00
内用薬 3919300F1130 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 レバイデン 東邦新薬 5.60
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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 3921001F1023 エデト酸カルシウム二ナ

トリウム
５００ｍｇ１錠 ブライアンＳ錠 日新製薬（山形） 後発品 104.40

内用薬 3921001F1031 エデト酸カルシウム二ナ
トリウム

５００ｍｇ１錠 ブライアン錠５００ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 104.40

内用薬 3922001B2041 グルタチオン ２０％１ｇ タチオン散２０％ アステラス製薬 32.60
内用薬 3922001F1098 グルタチオン ５０ｍｇ１錠 タチオン錠５０ｍｇ アステラス製薬 11.20
内用薬 3922001F2248 グルタチオン １００ｍｇ１錠 タチオン錠１００ｍｇ アステラス製薬 17.30
内用薬 3922001F2302 グルタチオン １００ｍｇ１錠 ランデールチオンＳ 鶴原製薬 後発品 7.60
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
後発品 7.60

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 後発品 7.60
内用薬 3929001M1039 Ｄ－ペニシラミン ５０ｍｇ１カプセル メタルカプターゼカプセル５０ｍｇ 大正製薬 40.00
内用薬 3929001M2035 Ｄ－ペニシラミン １００ｍｇ１カプセル メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ 大正製薬 67.50
内用薬 3929001M3031 Ｄ－ペニシラミン ２００ｍｇ１カプセル メタルカプターゼカプセル２００ｍｇ 大正製薬 125.80
内用薬 3929003C1024 球形吸着炭 １ｇ クレメジン細粒 クレハ 117.20
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 後発品 84.20
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 後発品 78.00
内用薬 3929003C1067 球形吸着炭 １ｇ クレメジン細粒分包２ｇ クレハ 117.20
内用薬 3929003M1020 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセル クレメジンカプセル２００ クレハ 23.80
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 後発品 15.30

内用薬 3929003M1054 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセル クレメジンカプセル２００ｍｇ クレハ 23.80
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 後発品 24.90
内用薬 3929004F1025 ホリナートカルシウム ５ｍｇ１錠 ロイコボリン錠５ｍｇ ワイス 924.00
内用薬 3929004F2021 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ユーゼル錠２５ｍｇ 大鵬薬品工業 2,202.00
内用薬 3929004F2030 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ロイコボリン錠２５ｍｇ ワイス 2,202.00
内用薬 3929005M1029 塩酸トリエンチン ２５０ｍｇ１カプセル メタライト２５０カプセル ツムラ 282.20
内用薬 3929006S1022 アセチルシステイン １７．６％１ｍＬ アセチルシステイン内用液１７．６％

「センジュ」
千寿製薬 106.40

内用薬 3929007M1028 酢酸亜鉛水和物 ２５ｍｇ１カプセル ノベルジンカプセル２５ｍｇ ノーベルファーマ 262.00
内用薬 3929007M2024 酢酸亜鉛水和物 ５０ｍｇ１カプセル ノベルジンカプセル５０ｍｇ ノーベルファーマ 410.60
内用薬 3929008X1029 デフェラシロクス １２５ｍｇ１錠 エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
1,161.60

内用薬 3929008X2025 デフェラシロクス ５００ｍｇ１錠 エクジェイド懸濁用錠５００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

4,624.30

内用薬 3932001S1033 シアナミド １％１ｍＬ シアナマイド液－Ｗｆ 田辺三菱製薬 8.50
内用薬 3932001S1041 シアナミド １％１ｍＬ シアナマイド内用液１％「タナベ」 田辺三菱製薬 8.50
内用薬 3939001B1034 ジスルフィラム １ｇ 局 ノックビン原末 田辺三菱製薬 48.10
内用薬 3941001F1069 コルヒチン ０．５ｍｇ１錠 コルヒチン錠０．５ｍｇ「シオノギ」 塩野義製薬 8.50
内用薬 3941001F1077 コルヒチン ０．５ｍｇ１錠 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 8.50
内用薬 3942001F1015 プロベネシド ２５０ｍｇ１錠 局 プロベネシド錠 9.60
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 後発品 25.70
内用薬 3943001F1098 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロック錠 サンド 後発品 7.40
内用薬 3943001F1314 アロプリノール １００ｍｇ１錠 ザイロリック錠１００ グラクソ・スミス

クライン
27.00

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 後発品 6.00
内用薬 3943001F1357 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アデノック錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 16.50
内用薬 3943001F1365 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロシトール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 23.40
内用薬 3943001F1373 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.60

内用薬 3943001F1381 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「ショー
ワ」

昭和薬品化工 後発品 5.60

内用薬 3943001F1390 アロプリノール １００ｍｇ１錠 タカナルミン錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60
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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） 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 3943001F1420 アロプリノール １００ｍｇ１錠 サロベール錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 16.40
内用薬 3943001F1438 アロプリノール １００ｍｇ１錠 プロデック錠１００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3943001F1446 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アリスメット錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 7.70
内用薬 3943001F1489 アロプリノール １００ｍｇ１錠 ミニプラノール錠１００ｍｇ 日医工 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 3943001F1500 アロプリノール １００ｍｇ１錠 マサトン錠１００ｍｇ 全星薬品工業 後発品 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 後発品 6.00
内用薬 3943001F1527 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アノプロリン錠１００ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
後発品 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 後発品 7.70
内用薬 3943001F2027 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 ザイロリック錠５０ グラクソ・スミス

クライン
15.10

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 後発品 48.00
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 後発品 10.20
内用薬 3949002F1053 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ユリノーム錠２５ｍｇ 鳥居薬品 16.80
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 後発品 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 後発品 8.70
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 後発品 7.20
内用薬 3949002F2114 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ユリノーム錠５０ｍｇ 鳥居薬品 30.70
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 後発品 7.60
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
後発品 8.70

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 後発品 15.80
内用薬 3949002F2157 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 キランガ錠５０ｍｇ イセイ 後発品 7.60
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 後発品 8.70
内用薬 3949101A1068 クエン酸カリウム・クエ

ン酸ナトリウム
１ｇ ウリンメット－Ｕ メディサ新薬 後発品 10.10

内用薬 3949101A1076 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウロアシス散 日医工 後発品 10.10

内用薬 3949101A1084 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ポトレンド散 東和薬品 後発品 9.40

内用薬 3949101A1092 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウラリット－Ｕ散 日本ケミファ 23.10

内用薬 3949101A1106 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ピナロック散 ナガセ医薬品 後発品 12.00

内用薬 3949101A1114 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウタゲン散 全星薬品工業 後発品 10.10

内用薬 3949101A1122 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ トロノーム配合散 大原薬品工業 後発品 10.60

内用薬 3949101A1130 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウタゲン配合散 全星薬品工業 後発品 10.10

内用薬 3949101A1149 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウラリット－Ｕ配合散 日本ケミファ 23.10

内用薬 3949101A1157 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウリンメット配合散 メディサ新薬 後発品 10.10

内用薬 3949101A1165 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウロアシス配合散 日医工 後発品 10.10

内用薬 3949101A1173 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ピナロック配合散 ナガセ医薬品 後発品 12.00

内用薬 3949101A1181 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ポトレンド配合散 東和薬品 後発品 9.40

内用薬 3949101F1022 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ウラリット錠 日本ケミファ 11.80

内用薬 3949101F1030 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ピナロック錠 ナガセ医薬品 後発品 6.50

内用薬 3949101F1049 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 トロノーム錠 大原薬品工業 後発品 6.50

内用薬 3949101F1057 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ウリンメット錠 メディサ新薬 後発品 5.90

内用薬 3949101F1065 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ポトレンド錠 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3949101F1073 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ウラリット配合錠 日本ケミファ 11.80

内用薬 3949101F1081 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ウリンメット配合錠 メディサ新薬 後発品 5.90

内用薬 3949101F1090 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 トロノーム配合錠 大原薬品工業 後発品 6.50

内用薬 3949101F1103 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ピナロック配合錠 ナガセ医薬品 後発品 6.50

内用薬 3949101F1111 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ポトレンド配合錠 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3959001C1016 塩化リゾチーム １０％１ｇ 塩化リゾチーム１０％細粒 後発品 6.30
内用薬 3959001C1083 塩化リゾチーム １０％１ｇ アクディーム細粒１０％ あすか製薬 後発品 42.40
内用薬 3959001C2039 塩化リゾチーム ２０％１ｇ ノイチーム細粒２０％ サンノーバ 85.40
内用薬 3959001C3027 塩化リゾチーム ４５％１ｇ アクディーム細粒４５％ あすか製薬 後発品 122.70
内用薬 3959001D2018 塩化リゾチーム １０％１ｇ 塩化リゾチーム１０％顆粒 後発品 6.20
内用薬 3959001D2301 塩化リゾチーム １０％１ｇ ノイチーム顆粒１０％ サンノーバ 49.50
内用薬 3959001D2328 塩化リゾチーム １０％１ｇ レフトーゼ顆粒１０％ 日本新薬 64.00
内用薬 3959001D4029 塩化リゾチーム ３０％１ｇ 塩化リゾチーム顆粒３０％「トーワ」 東和薬品 後発品 11.80
内用薬 3959001D5025 塩化リゾチーム ６０％１ｇ スカノーゼリン顆粒６０ 鶴原製薬 後発品 32.20
内用薬 3959001F1039 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠１０「ＴＳ」 東邦新薬 後発品 5.00
内用薬 3959001F1047 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠「イワキ」１０ｍｇ 岩城製薬 後発品 5.00
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内用薬 3959001F1152 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 ノイチーム錠１０ｍｇ サンノーバ 9.00
内用薬 3959001F1233 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠１０ｍｇ 日本新薬 10.60
内用薬 3959001F1241 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 スカノーゼリン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.00
内用薬 3959001F2086 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０「ＴＳ」 東邦新薬 後発品 5.60
内用薬 3959001F2094 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠「イワキ」３０ｍｇ 岩城製薬 後発品 5.80
内用薬 3959001F2124 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０「タケシマ」 ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 3959001F2272 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 ノイチーム錠３０ｍｇ サンノーバ 19.70
内用薬 3959001F2310 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 ミタチーム錠３０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.60

内用薬 3959001F2361 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 リチーム３０ 日医工 後発品 5.60
内用薬 3959001F2370 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠（３０ｍｇ） 日本新薬 25.40
内用薬 3959001F2388 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 アクディーム錠３０ｍｇ あすか製薬 後発品 16.30
内用薬 3959001F2396 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3959001F2400 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 エリチーム錠３０ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 3959001F2418 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 スカノーゼリン錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3959001F2434 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 リチーム錠３０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 3959001F3023 塩化リゾチーム ５０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠（５０ｍｇ） 日本新薬 38.20
内用薬 3959001F5018 塩化リゾチーム ９０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム９０ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 3959001F5212 塩化リゾチーム ９０ｍｇ１錠 ノイチーム錠９０ｍｇ サンノーバ 35.10
内用薬 3959001M1038 塩化リゾチーム ９０ｍｇ１カプセル アクディームカプセル９０ｍｇ あすか製薬 後発品 31.60
内用薬 3959001Q1021 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ アクディームシロップ０．５％ あすか製薬 後発品 6.20
内用薬 3959001Q1056 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ 塩化リゾチームシロップ・「トーワ」 東和薬品 後発品 2.30
内用薬 3959001Q1129 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ ノイチームシロップ０．５％ サンノーバ 後発品 6.20
内用薬 3959001Q1137 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ レフトーゼシロップ０．５％ シオエ製薬 7.00
内用薬 3959001Q1145 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ エンリゾシロップ０．５％「タツミ」 辰巳化学 後発品 2.30
内用薬 3959001Q1153 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ エリチームシロップ０．５％ イセイ 後発品 2.30
内用薬 3959001Q1161 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ スカノーゼリンシロップ０．５％ 鶴原製薬 後発品 2.30
内用薬 3959001Q1188 塩化リゾチーム 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 後発品 2.30

内用薬 3959001Q1196 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ 塩化リゾチームシロップ０．５％
「トーワ」

東和薬品 後発品 2.30

内用薬 3959001Q2028 塩化リゾチーム １％１ｍＬ アクディームシロップ１％ あすか製薬 後発品 8.80
内用薬 3959002F3052 セミアルカリプロティ

ナーゼ
１５ｍｇ１錠 ゼオエース錠１５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 8.30

内用薬 3959002M3035 セミアルカリプロティ
ナーゼ

１５ｍｇ１カプセル セアプローゼカプセル　１５ｍｇ 天野エンザイム 後発品 9.60

内用薬 3959003D1037 セラペプターゼ １％１ｇ ダーゼン顆粒１％ 武田薬品工業 26.70
内用薬 3959003F1038 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 イルザイム錠 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 3959003F1062 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 オムゼン錠 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3959003F1070 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ケジフェン錠 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3959003F1089 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 シマターゼ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 3959003F1135 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ニコラーゼ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 3959003F1151 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 バザロイン錠 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3959003F1186 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ダーゼン５ｍｇ錠 武田薬品工業 18.40
内用薬 3959003F1194 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 イルザイム錠５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 3959003F1208 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ケジフェン錠５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3959003F1216 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 シマターゼ錠５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 3959003F1224 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 セラペプターゼ錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3959003F1232 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ニコラーゼ錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 3959003F1240 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 バザロイン錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3959003F2026 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 イルザイム錠１０ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 3959003F2042 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 セフラターゼ錠１０ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 3959003F2069 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ダーゼン１０ｍｇ錠 武田薬品工業 23.90
内用薬 3959003F2077 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ニコラーゼ錠１０ 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 3959003F2123 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 バザロイン錠１０ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3959003F2131 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ヒシターゼ錠１０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 3959003F2140 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 セラペプターゼ錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3959003F2158 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 セラペプターゼ錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 3959003F2166 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ニコラーゼ錠１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 3959003F2174 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 バザロイン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3959004F1059 プロナーゼ １８，０００単位１錠 エンピナース・Ｐ錠１８０００ 科研製薬 19.50
内用薬 3959004M1058 プロナーゼ ９，０００単位１カプ

セル
エンピナース・Ｐカプセル９０００ 科研製薬 11.20

内用薬 3959005F5059 ブロメライン ４０，０００単位１錠 キモタブＳ錠４万単位 持田製薬 後発品 8.40
内用薬 3959100F1067 ブロメライン・結晶トリ

プシン
１錠 キモタブ錠 持田製薬 6.10

内用薬 3959100F1075 ブロメライン・結晶トリ
プシン

１錠 キモタブ配合錠 持田製薬 6.10

内用薬 3961001F1029 アセトヘキサミド ２５０ｍｇ１錠 ジメリン錠２５０ｍｇ 塩野義製薬 19.50
内用薬 3961001F2033 アセトヘキサミド ５００ｍｇ１錠 ジメリン錠５００ｍｇ 塩野義製薬 35.70
内用薬 3961002F1031 グリクロピラミド ２５０ｍｇ１錠 デアメリンＳ錠２５０ｍｇ 杏林製薬 28.90
内用薬 3961003F1028 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 オイグルコン錠１．２５ｍｇ 中外製薬 8.60
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 後発品 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「Ｅ

ＭＥＣ」
サンノーバ 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 3961003F1087 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ダオニール錠１．２５ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
8.10

内用薬 3961003F2024 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 オイグルコン錠２．５ｍｇ 中外製薬 14.40
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 後発品 5.70
内用薬 3961003F2067 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 オペアミン錠２．５ メディサ新薬 後発品 5.70
内用薬 3961003F2075 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 セオグルミン錠２．５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60
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内用薬 3961003F2121 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリピナート錠 サンド 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 3961003F2156 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ダオニール錠２．５ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
14.40

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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60

内用薬 3961004F1014 クロルプロパミド １００ｍｇ１錠 局 クロルプロパミド錠 7.30
内用薬 3961004F2010 クロルプロパミド ２５０ｍｇ１錠 局 クロルプロパミド錠 9.60
内用薬 3961006F1013 トルブタミド ２５０ｍｇ１錠 局 トルブタミド錠 8.50
内用薬 3961006F2010 トルブタミド ５００ｍｇ１錠 局 トルブタミド錠 9.60
内用薬 3961006F2109 トルブタミド ５００ｍｇ１錠 局 ヘキストラスチノン錠０．５ｇ サノフィ・アベン

ティス
14.20

内用薬 3961006X1019 トルブタミド １ｇ 局 トルブタミド 14.70
内用薬 3961007F1115 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリミクロン錠４０ｍｇ 大日本住友製薬 27.80
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 後発品 5.80
内用薬 3961007F1140 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 ダイアグリコ錠４０ｍｇ 東和薬品 後発品 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） 後発品 5.80
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 後発品 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 後発品 8.90
内用薬 3961007F1190 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリミラン錠４０ｍｇ 小林化工 後発品 8.90
内用薬 3961007F2022 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ 大日本住友製薬 16.10
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 後発品 5.80
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 後発品 5.60
内用薬 3961008F1020 グリメピリド １ｍｇ１錠 アマリール１ｍｇ錠 サノフィ・アベン

ティス
22.30

内用薬 3961008F2027 グリメピリド ３ｍｇ１錠 アマリール３ｍｇ錠 サノフィ・アベン
ティス

51.90

内用薬 3962001F1093 塩酸ブホルミン ５０ｍｇ１錠 局 ジベトス錠５０ｍｇ 日医工 後発品 9.60
内用薬 3962001F1107 塩酸ブホルミン ５０ｍｇ１錠 局 ジベトンＳ腸溶錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 9.60
内用薬 3962002F1047 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 メデット錠２５０ｍｇ トーアエイヨー 後発品 9.60
内用薬 3962002F1055 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 ネルビス錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 9.20
内用薬 3962002F1063 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 メトリオン錠２５０ シオノケミカル 後発品 9.20
内用薬 3962002F1071 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 グリコラン錠２５０ｍｇ 日本新薬 9.60
内用薬 3962002F1080 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 9.20

内用薬 3962002F1098 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 メルビン錠２５０ｍｇ 大日本住友製薬 9.60
内用薬 3969003F1026 アカルボース ５０ｍｇ１錠 グルコバイ錠５０ｍｇ バイエル薬品 25.40
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 後発品 17.90
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 後発品 17.00
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 後発品 17.00
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） 後発品 17.00
内用薬 3969003F1077 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 15.30
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 後発品 17.00
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 後発品 17.50
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 後発品 17.50
内用薬 3969003F2022 アカルボース １００ｍｇ１錠 グルコバイ錠１００ｍｇ バイエル薬品 45.00
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 後発品 31.60

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 後発品 28.30
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 後発品 31.60
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） 後発品 29.10
内用薬 3969003F2073 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 27.10
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 後発品 30.20
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 後発品 30.90
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 後発品 30.90

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 後発品 17.90

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 後発品 31.60

内用薬 3969004F1020 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベイスン錠０．２ 武田薬品工業 43.50
内用薬 3969004F1039 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ジャミール錠０．２ｍｇ 高田製薬 後発品 20.80
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 後発品 19.80
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） 後発品 19.00
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 後発品 19.80
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
後発品 24.10

内用薬 3969004F1098 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベンジックス錠０．２ 大洋薬品工業 後発品 20.80
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 後発品 24.10
内用薬 3969004F1128 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリダーゼ錠０．２ 日医工 後発品 21.80
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 後発品 24.50
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 後発品 21.80
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 後発品 28.50
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 後発品 20.80
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 後発品 17.10
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 後発品 19.00
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 後発品 19.80

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 後発品 26.10
内用薬 3969004F1225 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 26.10

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 後発品 20.80
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 後発品 20.80
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 後発品 21.80
内用薬 3969004F2027 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベイスン錠０．３ 武田薬品工業 60.00
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内用薬 3969004F2035 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ジャミール錠０．３ｍｇ 高田製薬 後発品 30.00
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 後発品 26.60
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） 後発品 27.70
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 後発品 25.90
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
後発品 33.30

内用薬 3969004F2094 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベンジックス錠０．３ 大洋薬品工業 後発品 30.00
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 後発品 35.20
内用薬 3969004F2124 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリダーゼ錠０．３ 日医工 後発品 30.00
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 後発品 33.30
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 後発品 26.60
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 後発品 39.70
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 後発品 27.70
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 後発品 24.30
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 後発品 26.60
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 後発品 30.00

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 後発品 41.40
内用薬 3969004F2221 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 33.30

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 後発品 30.00
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 後発品 30.00
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 後発品 30.00
内用薬 3969004F3023 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．２ 武田薬品工業 43.50
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「Ｑ

Ｑ」
救急薬品工業 後発品 22.40

内用薬 3969004F3040 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 26.10

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 後発品 19.30

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 後発品 24.50

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 後発品 20.80

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 後発品 28.50

内用薬 3969004F3090 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 26.10

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 後発品 20.80

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 後発品 21.80

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 後発品 20.80
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 後発品 19.80

内用薬 3969004F4020 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．３ 武田薬品工業 60.00
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「Ｑ

Ｑ」
救急薬品工業 後発品 32.50

内用薬 3969004F4046 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 41.40

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 後発品 29.20

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 後発品 33.30

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 後発品 30.00

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 後発品 39.70

内用薬 3969004F4097 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 33.30

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 後発品 30.00

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 後発品 30.00

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 後発品 27.70
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 後発品 30.00

内用薬 3969006F1020 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 スターシス錠３０ｍｇ アステラス製薬 22.10
内用薬 3969006F1038 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ファスティック錠３０ 味の素 22.10
内用薬 3969006F2026 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 スターシス錠９０ｍｇ アステラス製薬 55.00
内用薬 3969006F2034 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ファスティック錠９０ 味の素 55.00
内用薬 3969007F1024 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 アクトス錠１５ 武田薬品工業 84.60
内用薬 3969007F2020 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 アクトス錠３０ 武田薬品工業 158.00
内用薬 3969008F1029 ミチグリニドカルシウム

水和物
５ｍｇ１錠 グルファスト錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 30.30

内用薬 3969008F2025 ミチグリニドカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 グルファスト錠１０ｍｇ キッセイ薬品工業 53.40

内用薬 3969009F1023 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 セイブル錠２５ｍｇ 三和化学研究所 29.70
内用薬 3969009F2020 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 セイブル錠５０ｍｇ 三和化学研究所 52.40
内用薬 3969009F3026 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 セイブル錠７５ｍｇ 三和化学研究所 73.10
内用薬 3969010F1026 シタグリプチンリン酸塩

水和物
２５ｍｇ１錠 グラクティブ錠２５ｍｇ 小野薬品工業 96.10

内用薬 3969010F1034 シタグリプチンリン酸塩
水和物

２５ｍｇ１錠 ジャヌビア錠２５ｍｇ 萬有製薬 96.10

内用薬 3969010F2022 シタグリプチンリン酸塩
水和物

５０ｍｇ１錠 グラクティブ錠５０ｍｇ 小野薬品工業 179.30

内用薬 3969010F2030 シタグリプチンリン酸塩
水和物

５０ｍｇ１錠 ジャヌビア錠５０ｍｇ 萬有製薬 179.30

内用薬 3969010F3029 シタグリプチンリン酸塩
水和物

１００ｍｇ１錠 グラクティブ錠１００ｍｇ 小野薬品工業 269.00
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内用薬 3969010F3037 シタグリプチンリン酸塩
水和物

１００ｍｇ１錠 ジャヌビア錠１００ｍｇ 萬有製薬 269.00

内用薬 3992001D1040 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

１０％１ｇ トリノシン顆粒１０％ トーアエイヨー 20.90

内用薬 3992001D1059 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

１０％１ｇ アデホスコーワ顆粒１０％ 興和 28.30

内用薬 3992001F1041 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 アデタイド腸溶錠 寿製薬 後発品 5.40

内用薬 3992001F1084 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 アデホスコーワ腸溶錠２０ 興和 5.90

内用薬 3992001F1130 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ錠「イセイ」 イセイ 後発品 5.40

内用薬 3992001F1262 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠“第一” 第一三共 5.90

内用薬 3992001F1319 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 トリノシン腸溶錠２０ｍｇ トーアエイヨー 5.90

内用薬 3992001F1335 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.40

内用薬 3992001F1343 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 3992001F1351 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「第一三共」 第一三共 5.90

内用薬 3992001F3028 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

６０ｍｇ１錠 アデホスコーワ腸溶錠６０ 興和 11.60

内用薬 3992001F3036 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

６０ｍｇ１錠 トリノシン腸溶錠６０ｍｇ トーアエイヨー 9.90

内用薬 3999001B2039 ラクツロース １ｇ ラクツロース末・Ｐ 興和 9.30
内用薬 3999001B2047 ラクツロース １ｇ モニラック原末 中外製薬 7.20
内用薬 3999001Q1051 ラクツロース ６０％１ｍＬ ラクツロース・シロップ６０％「コー

ワ」
興和 6.20

内用薬 3999001Q2058 ラクツロース ６５％１ｍＬ モニラック・シロップ６５％ 中外製薬 6.40
内用薬 3999001Q2066 ラクツロース ６５％１ｍＬ ピアーレシロップ６５％ 日本化薬 後発品 4.80
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 後発品 4.80
内用薬 3999001Q3020 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ カロリールゼリー 佐藤製薬 後発品 3.90
内用薬 3999001Q3038 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ ラグノスゼリー 大蔵製薬 後発品 3.90
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 後発品 3.90
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 後発品 3.90
内用薬 3999001R1030 ラクツロース ９５％１ｇ ピアーレＤＳ９５％ 高田製薬 後発品 6.20
内用薬 3999002F1020 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ブレディニン錠２５ 旭化成ファーマ 187.00
内用薬 3999002F2027 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ブレディニン錠５０ 旭化成ファーマ 321.00
内用薬 3999003F1017 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 メシル酸カモスタット１００ｍｇ錠 後発品 12.60
内用薬 3999003F1190 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 モスパン錠１００ ダイト 後発品 23.90
内用薬 3999003F1203 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 リーナック錠１００ 前田薬品工業 後発品 23.90
内用薬 3999003F1262 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 カルモザシン錠１００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 22.10
内用薬 3999003F1297 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 フオイパン錠１００ｍｇ 小野薬品工業 104.90
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 後発品 1,014.10

内用薬 3999004M1029 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル サンディミュンカプセル２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

297.40

内用薬 3999004M2025 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル サンディミュンカプセル５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

525.20

内用薬 3999004M3021 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル ネオーラル１０ｍｇカプセル ノバルティス
ファーマ

137.10

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 後発品 90.00
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 後発品 80.40
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 後発品 108.90

内用薬 3999004M4028 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル ネオーラル２５ｍｇカプセル ノバルティス
ファーマ

287.70

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 後発品 187.40
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 後発品 173.10
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「Ｆ

Ｃ」
富士カプセル 後発品 164.00

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 後発品 206.40

内用薬 3999004M5024 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル ネオーラル５０ｍｇカプセル ノバルティス
ファーマ

503.40

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 後発品 325.20
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 後発品 291.20
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「Ｆ

Ｃ」
富士カプセル 後発品 269.10

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 後発品 347.80

内用薬 3999004S1028 シクロスポリン １０％１ｍＬ サンディミュン内用液 ノバルティス
ファーマ

1,075.50

内用薬 3999004S2024 シクロスポリン １０％１ｍＬ ネオーラル内用液 ノバルティス
ファーマ

1,053.30

内用薬 3999004S2032 シクロスポリン １０％１ｍＬ ネオーラル内用液１０％ ノバルティス
ファーマ

1,053.30

内用薬 3999005F1016 アザチオプリン ５０ｍｇ１錠 局 アザチオプリン錠 162.70
内用薬 3999006A1030 Ｌ－システイン ３２％１ｇ ハイチオール散３２％ 久光製薬 後発品 12.80
内用薬 3999006F1037 Ｌ－システイン ４０ｍｇ１錠 ハイチオール錠４０ 久光製薬 後発品 5.80
内用薬 3999006F2033 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 ハイチオール錠８０ 久光製薬 後発品 6.00
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 後発品 5.70
内用薬 3999007F1031 イノシンプラノベクス ４００ｍｇ１錠 イソプリノシン錠４００ｍｇ 持田製薬 224.80
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 後発品 20.60

内用薬 3999008F1010 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン２００ｍｇ錠 後発品 7.70
内用薬 3999008F1052 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 イバナシン錠 鶴原製薬 後発品 8.30
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内用薬 3999008F1273 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 オステン錠２００ｍｇ 武田薬品工業 41.20
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 後発品 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 後発品 8.90
内用薬 3999008F1311 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 サイポリン錠２００ｍｇ メディサ新薬 後発品 9.50
内用薬 3999008F1346 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 ムービニン錠２００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 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 後発品 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 後発品 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） 後発品 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 後発品 8.30
内用薬 3999009F1030 塩化レボカルニチン １００ｍｇ１錠 エルカルチン錠１００ｍｇ 大塚製薬 101.80
内用薬 3999009F2037 塩化レボカルニチン ３００ｍｇ１錠 エルカルチン錠３００ｍｇ 大塚製薬 304.50
内用薬 3999010F1025 エチドロン酸二ナトリウ

ム
２００ｍｇ１錠 局 ダイドロネル錠２００ 大日本住友製薬 426.60

内用薬 3999012D1023 塩酸サプロプテリン ２．５％０．４ｇ１包 ビオプテン顆粒２．５％ 第一三共 3,699.30
内用薬 3999013F1037 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エアベース錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 65.30
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 後発品 82.40
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 後発品 60.20
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 後発品 62.70
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 後発品 53.80
内用薬 3999013F1088 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０「ＯＨＡＲ

Ａ」
大原薬品工業 後発品 56.20

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 後発品 56.20
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 後発品 73.00

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 後発品 40.40
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 後発品 76.70
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 後発品 64.00
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 後発品 82.40
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 後発品 60.20
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
後発品 56.20

内用薬 3999013F1193 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キャルマック錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 65.30
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 後発品 50.90
内用薬 3999013F1215 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 ジアベパチー錠５０ｍｇ 東亜薬品 後発品 80.00
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 後発品 65.30
内用薬 3999013F1231 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネダック錠５０ｍｇ 小野薬品工業 136.10
内用薬 3999013F1240 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 パレルタック錠５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 33.70
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 後発品 41.80
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 後発品 53.80
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 後発品 65.30

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 後発品 33.70
内用薬 3999014D1022 タクロリムス水和物 ０．２ｍｇ１包 プログラフ顆粒０．２ｍｇ アステラス製薬 232.90
内用薬 3999014D2029 タクロリムス水和物 １ｍｇ１包 プログラフ顆粒１ｍｇ アステラス製薬 857.30
内用薬 3999014M1022 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル プログラフカプセル１ｍｇ アステラス製薬 861.20
内用薬 3999014M2029 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル プログラフカプセル０．５ｍｇ アステラス製薬 488.60
内用薬 3999014M3025 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル プログラフカプセル５ｍｇ アステラス製薬 3,218.60
内用薬 3999014N1028 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル グラセプターカプセル０．５ｍｇ アステラス製薬 509.50
内用薬 3999014N2024 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル グラセプターカプセル１ｍｇ アステラス製薬 903.50
内用薬 3999014N3020 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル グラセプターカプセル５ｍｇ アステラス製薬 3,339.90
内用薬 3999015A1039 ラクチトール水和物 １ｇ ポルトラック原末 日本新薬 7.50
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 後発品 230.00
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 後発品 198.50
内用薬 3999016M1021 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル リウマトレックスカプセル２ｍｇ ワイス 320.10
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 後発品 166.10
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 後発品 176.10

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 後発品 176.10

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 後発品 183.90

内用薬 3999017M1026 ミコフェノール酸モフェ
チル

２５０ｍｇ１カプセル セルセプトカプセル２５０ 中外製薬 326.20

内用薬 3999018F1021 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 フォサマック錠５ 萬有製薬 115.20

内用薬 3999018F1030 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 ボナロン錠５ｍｇ 帝人ファーマ 115.20

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 後発品 79.50

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 後発品 77.10

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 後発品 77.10

内用薬 3999018F2028 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 フォサマック錠３５ｍｇ 萬有製薬 745.10

内用薬 3999018F2036 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 ボナロン錠３５ｍｇ 帝人ファーマ 745.10

内用薬 3999019F1026 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 アクトネル錠２．５ｍｇ 味の素 126.20

内用薬 3999019F1034 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 ベネット錠２．５ｍｇ 武田薬品工業 126.20

内用薬 3999019F2022 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 アクトネル錠１７．５ｍｇ 味の素 767.20

内用薬 3999019F2030 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 ベネット錠１７．５ｍｇ 武田薬品工業 767.20

内用薬 3999020F1029 レフルノミド １０ｍｇ１錠 アラバ錠１０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

172.80

内用薬 3999020F2025 レフルノミド ２０ｍｇ１錠 アラバ錠２０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

301.00
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内用薬 3999020F3021 レフルノミド １００ｍｇ１錠 アラバ錠１００ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

1,030.60

内用薬 3999021F1023 塩酸ラロキシフェン ６０ｍｇ１錠 エビスタ錠６０ｍｇ 日本イーライリ
リー

132.20

内用薬 3999022F1028 エベロリムス ０．２５ｍｇ１錠 サーティカン錠０．２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

660.30

内用薬 3999022F2024 エベロリムス ０．５ｍｇ１錠 サーティカン錠０．５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

1,188.90

内用薬 3999022F3020 エベロリムス ０．７５ｍｇ１錠 サーティカン錠０．７５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

1,690.50

内用薬 3999023F1022 シナカルセト塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 レグパラ錠２５ｍｇ 協和発酵キリン 535.10
内用薬 3999023F2029 シナカルセト塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 レグパラ錠７５ｍｇ 協和発酵キリン 983.60
内用薬 3999024M1026 ジアゾキシド ２５ｍｇ１カプセル アログリセムカプセル２５ｍｇ シェリング・プラ

ウ
251.80

内用薬 3999025F1021 ピルフェニドン ２００ｍｇ１錠 ピレスパ錠２００ｍｇ 塩野義製薬 676.40
内用薬 3999026F1026 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ボノテオ錠１ｍｇ アステラス製薬 133.70
内用薬 3999026F1034 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 リカルボン錠１ｍｇ 小野薬品工業 133.70
内用薬 3999100D1029 Ｌ－アルギニン・塩酸Ｌ

－アルギニン
１ｇ アルギＵ顆粒 味の素 45.40

内用薬 3999100D1037 Ｌ－アルギニン・塩酸Ｌ
－アルギニン

１ｇ アルギＵ配合顆粒 味の素 45.40

内用薬 4191001F1037 アデニン １０ｍｇ１錠 ロイコン錠１０ｍｇ 大原薬品工業 5.70
内用薬 4199001D1042 イノシン ９０％１ｇ イノシン顆粒９０％「日医工」 日医工ファーマ 後発品 23.20
内用薬 4211001X1010 シクロホスファミド １ｇ 局 シクロホスファミド 588.10
内用薬 4211002F1044 シクロホスファミド ５０ｍｇ１錠 エンドキサン錠５０ｍｇ 塩野義製薬 38.80
内用薬 4213002B1020 ブスルファン １％１ｇ マブリン散 大原薬品工業 131.80
内用薬 4213002B1047 ブスルファン １％１ｇ マブリン散１％ 大原薬品工業 131.80
内用薬 4219002F1034 メルファラン ２ｍｇ１錠 アルケラン錠２ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
214.60

内用薬 4219003M1046 リン酸エストラムスチン
ナトリウム

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

プロエスタカプセル 長生堂製薬 後発品 236.40

内用薬 4219003M1054 リン酸エストラムスチン
ナトリウム

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

エストラサイトカプセル１５６．７ｍ
ｇ

日本新薬 419.60

内用薬 4219003M1062 リン酸エストラムスチン
ナトリウム

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

ビアセチルカプセル１５６．７ｍｇ 大正薬品工業 後発品 236.40

内用薬 4219003M1070 リン酸エストラムスチン
ナトリウム

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

プロエスタカプセル１５６．７ｍｇ シオノケミカル 後発品 236.40

内用薬 4219004M1024 テモゾロミド ２０ｍｇ１カプセル テモダールカプセル２０ｍｇ シェリング・プラ
ウ

3,276.50

内用薬 4219004M2020 テモゾロミド １００ｍｇ１カプセル テモダールカプセル１００ｍｇ シェリング・プラ
ウ

16,390.90

内用薬 4221001B1052 メルカプトプリン １０％１ｇ ロイケリン散１０％ 大原薬品工業 84.40
内用薬 4222001F1027 メトトレキサート ２．５ｍｇ１錠 メソトレキセート錠２．５ｍｇ ワイス 43.80
内用薬 4223002D1044 テガフール ５０％１ｇ ステロジン顆粒 寿製薬 後発品 151.80
内用薬 4223002D1052 テガフール ５０％１ｇ ステロジン顆粒５０％ 寿製薬 後発品 151.80
内用薬 4223002D2083 テガフール ５０％１ｇ フトラフール腸溶顆粒５０％ 大鵬薬品工業 461.40
内用薬 4223002H1011 テガフール ２００ｍｇ１錠 テガフール２００ｍｇ腸溶錠 後発品 35.40
内用薬 4223002H1062 テガフール ２００ｍｇ１錠 フトラフール腸溶錠２００ｍｇ 大鵬薬品工業 193.20
内用薬 4223002M1010 テガフール ２００ｍｇ１カプセル テガフール２００ｍｇカプセル 後発品 26.10
内用薬 4223002M1419 テガフール ２００ｍｇ１カプセル フトラフールカプセル２００ｍｇ 大鵬薬品工業 161.90
内用薬 4223002M2040 テガフール ２００ｍｇ１カプセル フトラフール腸溶カプセル２００ｍｇ 大鵬薬品工業 193.40
内用薬 4223003F1031 フルオロウラシル ５０ｍｇ１錠 ５－ＦＵ錠５０協和 協和発酵キリン 201.00
内用薬 4223003F1066 フルオロウラシル ５０ｍｇ１錠 ルナポン錠５０ 沢井製薬 後発品 71.30
内用薬 4223003F2038 フルオロウラシル １００ｍｇ１錠 ５－ＦＵ錠１００協和 協和発酵キリン 363.60
内用薬 4223003F2062 フルオロウラシル １００ｍｇ１錠 ルナポン錠１００ 沢井製薬 後発品 127.90
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
後発品 29.60

内用薬 4223004M1027 ドキシフルリジン １００ｍｇ１カプセル 局 フルツロンカプセル１００ 中外製薬 199.80
内用薬 4223004M2023 ドキシフルリジン ２００ｍｇ１カプセル 局 フルツロンカプセル２００ 中外製薬 312.50
内用薬 4223005F1022 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 ゼローダ錠３００ 中外製薬 350.50
内用薬 4224001M1020 シタラビンオクホス

ファート
５０ｍｇ１カプセル スタラシドカプセル５０ 日本化薬 451.00

内用薬 4224001M2027 シタラビンオクホス
ファート

１００ｍｇ１カプセル スタラシドカプセル１００ 日本化薬 790.50

内用薬 4229001M1027 ヒドロキシカルバミド ５００ｍｇ１カプセル ハイドレアカプセル５００ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

342.10

内用薬 4229002F1022 リン酸フルダラビン １０ｍｇ１錠 フルダラ錠１０ｍｇ バイエル薬品 3,637.80
内用薬 4229100D2027 テガフール・ウラシル ２０％１ｇ（テガフー

ル相当量）
ユーエフティＥ顆粒２０％ 大鵬薬品工業 720.80

内用薬 4229100D3023 テガフール・ウラシル １００ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ 大鵬薬品工業 360.40

内用薬 4229100D4020 テガフール・ウラシル １５０ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ 大鵬薬品工業 540.60

内用薬 4229100D5026 テガフール・ウラシル ２００ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ２００ 大鵬薬品工業 720.80

内用薬 4229100M2027 テガフール・ウラシル １００ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ユーエフティカプセル１００ｍｇ 大鵬薬品工業 285.90

内用薬 4229100M2035 テガフール・ウラシル １００ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 大鵬薬品工業 285.90

内用薬 4229101D1025 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ 大鵬薬品工業 858.20

内用薬 4229101D2021 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ 大鵬薬品工業 1,032.10

内用薬 4229101M1025 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ティーエスワンカプセル２０ 大鵬薬品工業 675.60

内用薬 4229101M1033 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ 大鵬薬品工業 675.60
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内用薬 4229101M2021 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ティーエスワンカプセル２５ 大鵬薬品工業 812.80

内用薬 4229101M2030 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ティーエスワン配合カプセルＴ２５ 大鵬薬品工業 812.80

内用薬 4240001M1067 エトポシド ２５ｍｇ１カプセル ラステットＳカプセル２５ｍｇ 日本化薬 903.20
内用薬 4240001M1075 エトポシド ２５ｍｇ１カプセル ベプシドカプセル２５ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
903.20

内用薬 4240001M2063 エトポシド ５０ｍｇ１カプセル ラステットＳカプセル５０ｍｇ 日本化薬 1,759.20
内用薬 4240001M2071 エトポシド ５０ｍｇ１カプセル ベプシドカプセル５０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
1,685.50

内用薬 4291001F1032 アセグラトン １８７．５ｍｇ１錠 グルカロン錠１８７．５ｍｇ 中外製薬 21.30
内用薬 4291002M1036 塩酸プロカルバジン ５０ｍｇ１カプセル 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ

「中外」
中外製薬 396.00

内用薬 4291003F1015 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 クエン酸タモキシフェン１０ｍｇ錠 後発品 37.30
内用薬 4291003F1090 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 ノルキシフェン錠 寿製薬 後発品 71.30
内用薬 4291003F1155 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 タスオミン錠１０ｍｇ バイエル薬品 後発品 114.80
内用薬 4291003F1163 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠１０ｍｇ アストラゼネカ 191.80
内用薬 4291003F1171 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 アドパン錠１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 52.20
内用薬 4291003F1180 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 フェノルルン錠１０ｍｇ メディサ新薬 後発品 84.80
内用薬 4291003F1198 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 ノルキシフェン錠１０ｍｇ 寿製薬 後発品 71.30
内用薬 4291003F2046 クエン酸タモキシフェン ２０ｍｇ１錠 タスオミン錠２０ｍｇ バイエル薬品 後発品 236.20
内用薬 4291003F2054 クエン酸タモキシフェン ２０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠２０ｍｇ アストラゼネカ 369.50
内用薬 4291004C1030 ソブゾキサン ４００ｍｇ１包 ペラゾリン細粒４００ｍｇ 全薬工業 2,214.70
内用薬 4291004C2036 ソブゾキサン ８００ｍｇ１包 ペラゾリン細粒８００ｍｇ 全薬工業 3,914.90
内用薬 4291005F1030 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５「ＫＮ」 小林化工 後発品 207.00
内用薬 4291005F1057 フルタミド １２５ｍｇ１錠 オダイン錠１２５ｍｇ 日本化薬 336.30
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 後発品 201.30
内用薬 4291006M1034 トレチノイン １０ｍｇ１カプセル ベサノイドカプセル１０ｍｇ 中外製薬 745.00
内用薬 4291007F1021 クエン酸トレミフェン ４０ｍｇ１錠 フェアストン錠４０ 日本化薬 428.90
内用薬 4291007F1030 クエン酸トレミフェン ４０ｍｇ１錠 トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 290.60
内用薬 4291007F2028 クエン酸トレミフェン ６０ｍｇ１錠 フェアストン錠６０ 日本化薬 646.40
内用薬 4291009F1039 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 カソデックス錠８０ｍｇ アストラゼネカ 1,042.60
内用薬 4291009F1047 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 725.20
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 後発品 725.20
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 後発品 769.50
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 後発品 708.90
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 後発品 668.60
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 後発品 654.90
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 後発品 576.00
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 後発品 734.40
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 後発品 654.90
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 後発品 725.20
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 後発品 644.20
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 後発品 624.10
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 後発品 624.10
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 後発品 654.90
内用薬 4291009F1187 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 680.30
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 後発品 697.10
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 後発品 697.10
内用薬 4291010F1031 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アリミデックス錠１ｍｇ アストラゼネカ 573.40
内用薬 4291011F1028 メシル酸イマチニブ １００ｍｇ１錠 グリベック錠１００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
2,749.00

内用薬 4291012F1022 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 アロマシン錠２５ｍｇ ファイザー 590.00
内用薬 4291013F1027 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 イレッサ錠２５０ アストラゼネカ 6,526.20
内用薬 4291014F1021 タミバロテン ２ｍｇ１錠 アムノレイク錠２ｍｇ 東光薬品工業 3,824.40
内用薬 4291015F1026 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 フェマーラ錠２．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
655.40

内用薬 4291016F1020 エルロチニブ塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 タルセバ錠２５ｍｇ 中外製薬 1,923.30
内用薬 4291016F2027 エルロチニブ塩酸塩 １００ｍｇ１錠 タルセバ錠１００ｍｇ 中外製薬 7,070.50
内用薬 4291016F3023 エルロチニブ塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 タルセバ錠１５０ｍｇ 中外製薬 10,347.00
内用薬 4291017F1025 ソラフェニブトシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ネクサバール錠２００ｍｇ バイエル薬品 5,426.20
内用薬 4291018M1029 スニチニブリンゴ酸塩 １２．５ｍｇ１カプセ

ル
スーテントカプセル１２．５ｍｇ ファイザー 8,546.30

内用薬 4291019M1023 サリドマイド １００ｍｇ１カプセル サレドカプセル１００ 藤本製薬 6,570.40
内用薬 4291020F1027 ダサチニブ水和物 ２０ｍｇ１錠 スプリセル錠２０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
3,897.30

内用薬 4291020F2023 ダサチニブ水和物 ５０ｍｇ１錠 スプリセル錠５０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

9,214.20

内用薬 4291021M1020 ニロチニブ塩酸塩水和物 ２００ｍｇ１カプセル タシグナカプセル２００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

4,607.20

内用薬 4291022F1026 ラパチニブトシル酸塩水
和物

２５０ｍｇ１錠 タイケルブ錠２５０ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

1,620.70

内用薬 4299001A1025 かわらたけの菌糸体 １ｇ アスクレ 日医工 後発品 195.30
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 後発品 297.60
内用薬 4299001A1076 かわらたけの菌糸体 １ｇ クレスチン クレハ 491.70
内用薬 4299001A1084 かわらたけの菌糸体 １ｇ クレチール末 沢井製薬 後発品 195.30
内用薬 4299001A1092 かわらたけの菌糸体 １ｇ チオレスチン散 長生堂製薬 後発品 224.50
内用薬 4299001A1106 かわらたけの菌糸体 １ｇ アスクレ原末 日医工 後発品 195.30
内用薬 4299001A1114 かわらたけの菌糸体 １ｇ クレスチン細粒 クレハ 491.70
内用薬 4299002M1034 ウベニメクス １０ｍｇ１カプセル ベスタチンカプセル１０ｍｇ 日本化薬 614.80
内用薬 4299002M2030 ウベニメクス ３０ｍｇ１カプセル ベスタチンカプセル３０ｍｇ 日本化薬 1,561.40
内用薬 4300002M1029 ヨウ化ナトリウム（１２

３Ｉ）
３．７ＭＢｑ１カプセ
ル

局 ヨードカプセル－１２３ 日本メジフィジッ
クス

3,309.20

内用薬 4300003M1015 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

０．９２５ＭＢｑ１カ
プセル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

404.30
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内用薬 4300003M2011 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１．８５ＭＢｑ１カプ
セル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

462.00

内用薬 4300003M3018 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

３．７ＭＢｑ１カプセ
ル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

1,047.50

内用薬 4300003M4014 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１８．５ＭＢｑ１カプ
セル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

2,100.00

内用薬 4300003M5010 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

３７ＭＢｑ１カプセル 局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

3,150.00

内用薬 4300003M6017 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１１１ＭＢｑ１カプセ
ル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

6,300.00

内用薬 4300003M7013 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１８５ＭＢｑ１カプセ
ル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

9,450.00

内用薬 4300003M8010 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１，１１０ＭＢｑ１カ
プセル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

44,100.00

内用薬 4300003M9016 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１，８５０ＭＢｑ１カ
プセル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

66,150.00

内用薬 4411001F1024 塩酸ジフェンヒドラミン １０ｍｇ１錠 ベナ錠 佐藤製薬 6.10
内用薬 4411001F1040 塩酸ジフェンヒドラミン １０ｍｇ１錠 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 興和 6.10
内用薬 4411001F1059 塩酸ジフェンヒドラミン １０ｍｇ１錠 ベナ錠１０ｍｇ 佐藤製薬 6.10
内用薬 4411002B1086 タンニン酸ジフェンヒド

ラミン
１０％１ｇ レスタミンＡコーワ散１０％ 興和 6.20

内用薬 4412002F1026 塩酸トリプロリジン １ｍｇ１錠 ベネン錠 佐藤製薬 6.10
内用薬 4412002F1034 塩酸トリプロリジン １ｍｇ１錠 ベネン錠１ｍｇ 佐藤製薬 6.10
内用薬 4412002Q1027 塩酸トリプロリジン ０．０３３３％１０ｍ

Ｌ
ベネンシロップ 佐藤製薬 23.10

内用薬 4412002Q1035 塩酸トリプロリジン ０．０３３３％１０ｍ
Ｌ

ベネンシロップ０．０３３％ 佐藤製薬 23.10
内用薬 4413002B1030 ヒベンズ酸プロメタジン １０％１ｇ ヒベルナ散１０％ 田辺三菱製薬 6.20
内用薬 4413002C1035 メチレンジサリチル酸プ

ロメタジン
１０％１ｇ ピレチア細粒１０％ 塩野義製薬 6.20

内用薬 4413002F1031 塩酸プロメタジン ５ｍｇ１錠 ピレチア錠（５ｍｇ） 塩野義製薬 5.70
内用薬 4413002F1040 塩酸プロメタジン ５ｍｇ１錠 ヒベルナ糖衣錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.70
内用薬 4413002F2054 塩酸プロメタジン ２５ｍｇ１錠 ピレチア錠（２５ｍｇ） 塩野義製薬 5.70
内用薬 4413002F2062 塩酸プロメタジン ２５ｍｇ１錠 ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.70
内用薬 4413003Q1037 酒石酸アリメマジン ０．０５％１０ｍＬ アリメジンシロップ０．０５％ ニプロパッチ 25.20
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 後発品 8.20
内用薬 4413004C2022 メキタジン ０．６％１ｇ ゼスラン小児用細粒０．６％ 旭化成ファーマ 74.10
内用薬 4413004C2030 メキタジン ０．６％１ｇ ニポラジン小児用細粒０．６％ アルフレッサ

ファーマ
74.10

内用薬 4413004C2057 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジン小児用細粒０．６％「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 46.90

内用薬 4413004F1030 メキタジン ３ｍｇ１錠 ゼスラン錠 旭化成ファーマ 8.80
内用薬 4413004F1154 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタゼノン錠 日医工ファーマ 後発品 5.70
内用薬 4413004F1162 メキタジン ３ｍｇ１錠 ベナンザール錠 イセイ 後発品 5.70
内用薬 4413004F1170 メキタジン ３ｍｇ１錠 ハレムニン錠３ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 4413004F1189 メキタジン ３ｍｇ１錠 ヒスポラン錠３ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 4413004F1197 メキタジン ３ｍｇ１錠 アリマン錠３ｍｇ メディサ新薬 後発品 5.60
内用薬 4413004F1200 メキタジン ３ｍｇ１錠 ニポラジン錠３ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
8.80

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 後発品 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 後発品 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 後発品 5.60
内用薬 4413004F1243 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタミン錠３ｍｇ ダイト 後発品 5.70
内用薬 4413004F1251 メキタジン ３ｍｇ１錠 ゼスラン錠３ｍｇ 旭化成ファーマ 8.80
内用薬 4413004F1260 メキタジン ３ｍｇ１錠 ベナンザール錠３ｍｇ イセイ 後発品 5.70
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 後発品 5.70
内用薬 4413004Q1058 メキタジン ０．０３％１ｍＬ ゼスラン小児用シロップ０．０３％ 旭化成ファーマ 7.70
内用薬 4413004Q1066 メキタジン ０．０３％１ｍＬ ニポラジン小児用シロップ０．０３％ アルフレッサ

ファーマ
7.70

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 後発品 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 後発品 14.00
内用薬 4419001Q1082 ｄｌ－マレイン酸クロル

フェニラミン
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 後発品 8.70

内用薬 4419001Q1090 ｄｌ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０５％１０ｍＬ クロダミンシロップ０．０５％ 日医工ファーマ 8.70

内用薬 4419001Q1104 ｄｌ－マレイン酸クロル
フェニラミン

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

ニプロファーマ 後発品 8.70

内用薬 4419002B1033 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

１％１ｇ ポララミン散１％ シェリング・プラ
ウ

14.20

内用薬 4419002F1027 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

２ｍｇ１錠 ポララミン錠２ｍｇ シェリング・プラ
ウ

5.90

内用薬 4419002F1035 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

２ｍｇ１錠 ネオマレルミン錠２ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 4419002G1030 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

６ｍｇ１錠 ネオマレルミンＴＲ錠 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 4419002G1111 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

６ｍｇ１錠 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 4419002Q1028 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０４％１０ｍＬ アニミングシロップ 日新製薬（山形） 後発品 10.20

内用薬 4419002Q1087 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０４％１０ｍＬ ポラジットシロップ０．０４％ 東和薬品 後発品 12.80

内用薬 4419002Q1095 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０４％１０ｍＬ ポララミンシロップ０．０４％ シェリング・プラ
ウ

20.60

内用薬 4419002Q1109 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０４％１０ｍＬ マゴチミンシロップ０．０４％ 鶴原製薬 後発品 10.20

内用薬 4419002Q1117 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０４％１０ｍＬ アニミングシロップ０．０４％ 日新製薬（山形） 後発品 10.20

内用薬 4419002R1031 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．２％１ｇ ポララミンドライシロップ０．２％ 高田製薬 5.70
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内用薬 4419003B1011 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局 マレイン酸クロルフェニラミン散 6.90

内用薬 4419003B1275 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局 マレイン酸クロルフェニラミン散１％
「ＮＰ」

ニプロファーマ 7.20

内用薬 4419003B1283 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局 ビスミラー散１％ 扶桑薬品工業 8.40

内用薬 4419003B1291 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩散
１％「日医工」

日医工 7.20

内用薬 4419003B1305 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局 アレルギン散１％ 第一三共 8.40

内用薬 4419003B1313 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局 ネオレスタミンコーワ散１％ 興和 8.40

内用薬 4419003B1321 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局 ヒスタール散１％ 日本ユニバーサル
薬品

7.20

内用薬 4419003F1013 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

２ｍｇ１錠 局 マレイン酸クロルフェニラミン錠 8.50

内用薬 4419003F2010 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

４ｍｇ１錠 局 マレイン酸クロルフェニラミン錠 8.50

内用薬 4419003X1019 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１ｇ 局 マレイン酸クロルフェニラミン 29.20

内用薬 4419005B1045 塩酸シプロヘプタジン １％１ｇ ペリアクチン散１％ 日医工 7.70
内用薬 4419005F1047 塩酸シプロヘプタジン ４ｍｇ１錠 ペリアクチン錠４ｍｇ 日医工 6.00
内用薬 4419005Q1072 塩酸シプロヘプタジン ０．０４％１０ｍＬ ペリアクチンシロップ０．０４％ 日医工 18.90
内用薬 4419005Q1080 塩酸シプロヘプタジン 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 後発品 11.10

内用薬 4419006F1165 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 パルファード錠「イセイ」 イセイ 後発品 5.40
内用薬 4419006F1190 塩酸ホモクロルシクリジ

ン
１０ｍｇ１錠 ベラホルテン 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 4419006F1351 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 ホモクリシン錠１０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.40
内用薬 4419006F1360 塩酸ホモクロルシクリジ

ン
１０ｍｇ１錠 ヒスタリジン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 4419006F1378 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 ホモクロミン錠１０ｍｇ エーザイ 6.90
内用薬 4419006F1386 塩酸ホモクロルシクリジ

ン
１０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍ

ｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 4419006F1394 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 パルファード錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 4419006F1408 塩酸ホモクロルシクリジ

ン
１０ｍｇ１錠 ベラホルテン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 4419008B1073 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ タベジール散０．１％ ノバルティス
ファーマ

10.20

内用薬 4419008B2070 フマル酸クレマスチン １％１ｇ タベジール散１％ ノバルティス
ファーマ

87.10

内用薬 4419008F1318 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 マレルミンＦ錠 大洋薬品工業 後発品 5.00
内用薬 4419008F1407 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 マルスチン錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 4419008F1415 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 インベスタン錠１ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.00
内用薬 4419008F1423 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 キソラミン錠１ｍｇ 陽進堂 後発品 5.00
内用薬 4419008F1431 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 タベジール錠１ｍｇ ノバルティス

ファーマ
8.90

内用薬 4419008F1440 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 テルギンＧ錠１ｍｇ 高田製薬 後発品 5.00
内用薬 4419008F1458 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 ベナンジール錠１ｍｇ イセイ 後発品 5.00
内用薬 4419008Q1122 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ マレルミンＦシロップ 大洋薬品工業 後発品 13.70
内用薬 4419008Q1130 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ マスレチンシロップ０．０１％ シオエ製薬 後発品 13.70
内用薬 4419008Q1157 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ タベジールシロップ０．０１％ ノバルティス

ファーマ
34.40

内用薬 4419008Q1165 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ インベスタンシロップ０．０１％ 日医工ファーマ 後発品 18.90
内用薬 4419008R1020 フマル酸クレマスチン 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 後発品 9.30

内用薬 4419008R1039 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ クレマニルドライシロップ サンド 後発品 6.20
内用薬 4419008R1047 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ クレ・ママレット 昭和薬品化工 後発品 9.30
内用薬 4419008R1080 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ テルギンＧドライシロップ０．１％ 高田製薬 後発品 11.60
内用薬 4419008R1098 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ クレマニルドライシロップ０．１％ サンド 後発品 6.20
内用薬 4419008R1101 フマル酸クレマスチン 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 後発品 9.30

内用薬 4420001F1058 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 リドーラ錠３ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

103.90

内用薬 4420001F1066 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 グレリース錠３ｍｇ ダイト 後発品 52.50
内用薬 4420001F1074 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 リザスト錠３ｍｇ メディサ新薬 後発品 42.70
内用薬 4420002F1036 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシラント錠１００ 小林化工 後発品 40.10
内用薬 4420002F1052 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシレート錠１００ 日医工 後発品 29.20
内用薬 4420002F1060 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブリマーニ錠１００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 24.40
内用薬 4420002F1087 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ラルビル錠１００ 大洋薬品工業 後発品 29.20
内用薬 4420002F1109 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 レマルク錠１００ 大正薬品工業 後発品 25.80
内用薬 4420002F1117 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 リマチル錠１００ｍｇ 参天製薬 74.90
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 後発品 30.60
内用薬 4420002F2032 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシレート錠５０ 日医工 後発品 22.50
内用薬 4420002F2059 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 リマチル錠５０ｍｇ 参天製薬 44.70
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 後発品 21.50
内用薬 4420002F2075 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 レマルク錠５０ 大正薬品工業 後発品 21.30
内用薬 4490001C1056 クロモグリク酸ナトリウ

ム
１０％１ｇ インタール細粒１０％ アステラス製薬 106.80

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 後発品 35.40
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 後発品 38.70

内用薬 4490002C1018 トラニラスト １０％１ｇ トラニラスト１０％細粒 後発品 8.60
内用薬 4490002C1123 トラニラスト １０％１ｇ リザベン細粒１０％ キッセイ薬品工業 60.20
内用薬 4490002C1131 トラニラスト １０％１ｇ トピアス細粒１０％ 日医工ファーマ 後発品 15.20
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 後発品 8.30
内用薬 4490002M1315 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル リザベンカプセル１００ｍｇ キッセイ薬品工業 57.40
内用薬 4490002M1366 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル テイブロックカプセル１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 13.50
内用薬 4490002R1010 トラニラスト ５％１ｇ トラニラスト５％シロップ用 後発品 9.60
内用薬 4490002R1142 トラニラスト ５％１ｇ リザベンドライシロップ５％ キッセイ薬品工業 61.20
内用薬 4490002R1177 トラニラスト ５％１ｇ トラニラストＤＳ５％小児用「日医

工」
日医工 後発品 15.00

92 / 127 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

内用薬 4490003F1027 フマル酸ケトチフェン １ｍｇ１錠 フマル酸ケトチフェン錠１ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

サンノーバ 後発品 14.10

内用薬 4490003M1018 フマル酸ケトチフェン １ｍｇ１カプセル フマル酸ケトチフェン１ｍｇカプセル 後発品 5.60
内用薬 4490003M1263 フマル酸ケトチフェン １ｍｇ１カプセル ザジテンカプセル１ｍｇ ノバルティス

ファーマ
63.00

内用薬 4490003Q1036 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ スプデルシロップ 東和薬品 後発品 6.40
内用薬 4490003Q1095 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ サルジメンシロップ０．０２％ 辰巳化学 後発品 6.40
内用薬 4490003Q1109 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ ジキリオンシロップ０．０２％ 日医工ファーマ 後発品 23.40
内用薬 4490003Q1117 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ セキトンシロップ０．０２％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.40

内用薬 4490003Q1125 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ ザジテンシロップ０．０２％ ノバルティス
ファーマ

23.40

内用薬 4490003Q1133 フマル酸ケトチフェン 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 後発品 6.40

内用薬 4490003Q1141 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ ケトチフェンシロップ０．０２％「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 6.40

内用薬 4490003Q1150 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ スプデルシロップ小児用０．０２％ 東和薬品 後発品 6.40
内用薬 4490003Q2040 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ ジキリオン内服液０．０２％ 日医工ファーマ 後発品 15.10
内用薬 4490003R1015 フマル酸ケトチフェン ０．１％１ｇ フマル酸ケトチフェン０．１％シロッ

プ用
後発品 10.20

内用薬 4490003R1228 フマル酸ケトチフェン ０．１％１ｇ ザジテンドライシロップ０．１％ ノバルティス
ファーマ

82.30

内用薬 4490003R1236 フマル酸ケトチフェン ０．１％１ｇ サジフェンドライシロップ０．１％ ダイト 後発品 18.70
内用薬 4490004D1020 塩酸アゼラスチン ０．２％１ｇ アゼプチン顆粒０．２％ エーザイ 112.20
内用薬 4490004F1021 塩酸アゼラスチン ０．５ｍｇ１錠 アゼプチン錠０．５ｍｇ エーザイ 34.90
内用薬 4490004F2010 塩酸アゼラスチン １ｍｇ１錠 塩酸アゼラスチン１ｍｇ錠 後発品 6.90
内用薬 4490004F2028 塩酸アゼラスチン １ｍｇ１錠 アゼプチン錠１ｍｇ エーザイ 45.60
内用薬 4490004M1020 塩酸アゼラスチン １ｍｇ１カプセル 塩酸アゼラスチンカプセル・Ｓ１ 東海カプセル 後発品 5.60
内用薬 4490005F1018 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド３０ｍｇ錠 後発品 7.30
内用薬 4490005F1387 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 セルテクト錠３０ 協和発酵キリン 64.80
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 後発品 24.70
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 後発品 25.60
内用薬 4490005F1441 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 メクテクト錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 17.40
内用薬 4490005F1492 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 ペペシン錠３０ｍｇ 前田薬品工業 後発品 13.10
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 後発品 8.50
内用薬 4490005R1014 オキサトミド ２％１ｇ オキサトミド２％シロップ用 後発品 12.90
内用薬 4490005R1308 オキサトミド ２％１ｇ セルテクトドライシロップ２％ 協和発酵キリン 110.10
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 後発品 28.10
内用薬 4490006F1020 アンレキサノクス ２５ｍｇ１錠 局 ソルファ２５ｍｇ錠 武田薬品工業 47.30
内用薬 4490006F2027 アンレキサノクス ５０ｍｇ１錠 局 ソルファ５０ｍｇ錠 武田薬品工業 70.50
内用薬 4490007C1037 レピリナスト １０％１ｇ ロメット細粒小児用１０％ 田辺三菱製薬 97.40
内用薬 4490007F1033 レピリナスト １５０ｍｇ１錠 ロメット錠１５０ｍｇ 田辺三菱製薬 104.40
内用薬 4490009M1040 タザノラスト ７５ｍｇ１カプセル タザレストカプセル７５ｍｇ わかもと製薬 62.20
内用薬 4490010N1021 イブジラスト １０ｍｇ１カプセル ケタスカプセル１０ｍｇ 杏林製薬 27.80
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 後発品 11.20
内用薬 4490011F1021 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 アレギサール錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 95.30
内用薬 4490011F1030 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 ペミラストン錠１０ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
75.00

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 後発品 45.30
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 後発品 28.80
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 後発品 43.30
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 後発品 55.00

内用薬 4490011F2028 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 アレギサール錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 56.80
内用薬 4490011F2036 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 ペミラストン錠５ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
42.90

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 後発品 22.10
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 後発品 26.80
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 後発品 21.00
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 後発品 23.30
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 後発品 35.60
内用薬 4490011R1060 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ ペミラストンドライシロップ０．５％ アルフレッサ

ファーマ
74.10

内用薬 4490011R1079 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ アレギサールドライシロップ０．５％ 田辺三菱製薬 87.10
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 後発品 56.90

内用薬 4490012F1026 塩酸オザグレル １００ｍｇ１錠 ドメナン錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 76.40
内用薬 4490012F1034 塩酸オザグレル １００ｍｇ１錠 ベガ錠１００ｍｇ 小野薬品工業 80.50
内用薬 4490012F2022 塩酸オザグレル ２００ｍｇ１錠 ドメナン錠２００ｍｇ キッセイ薬品工業 123.80
内用薬 4490012F2030 塩酸オザグレル ２００ｍｇ１錠 ベガ錠２００ｍｇ 小野薬品工業 132.20
内用薬 4490012F2049 塩酸オザグレル ２００ｍｇ１錠 オザグレル錠２００「ＫＮ」 小林化工 後発品 66.50
内用薬 4490013M1020 フマル酸エメダスチン １ｍｇ１カプセル ダレンカプセル１ｍｇ シェリング・プラ

ウ
41.20

内用薬 4490013M1038 フマル酸エメダスチン １ｍｇ１カプセル レミカットカプセル１ｍｇ 興和 41.80
内用薬 4490013M1046 フマル酸エメダスチン １ｍｇ１カプセル エメロミンカプセル１ｍｇ 東和薬品 後発品 30.70
内用薬 4490013M2026 フマル酸エメダスチン ２ｍｇ１カプセル ダレンカプセル２ｍｇ シェリング・プラ

ウ
53.00

内用薬 4490013M2034 フマル酸エメダスチン ２ｍｇ１カプセル レミカットカプセル２ｍｇ 興和 54.00
内用薬 4490013M2042 フマル酸エメダスチン ２ｍｇ１カプセル エメロミンカプセル２ｍｇ 東和薬品 後発品 38.70
内用薬 4490014F1025 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アレジオン錠１０ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
120.70

内用薬 4490014F1033 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 塩酸エピナスチン錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 31.90
内用薬 4490014F1041 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アズサレオン錠１０ シオノケミカル 後発品 31.90
内用薬 4490014F1050 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アルピード錠１０ ダイト 後発品 77.30
内用薬 4490014F1068 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アレナピオン錠１０ 長生堂製薬 後発品 28.10
内用薬 4490014F1076 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 エルピナン錠１０ 東和薬品 後発品 73.30
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内用薬 4490014F1084 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アレルオフ錠１０ 日医工 後発品 51.00
内用薬 4490014F1092 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 ヘルボッツ錠１０ 陽進堂 後発品 31.90
内用薬 4490014F1106 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アスモット錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 28.10
内用薬 4490014F1114 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 エピナジオン錠１０ メディサ新薬 後発品 46.90
内用薬 4490014F1122 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 チムケント錠１０ 日新製薬（山形） 後発品 45.00
内用薬 4490014F1130 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 エピナスチン錠１０ｍｇ「ＫＴ」 寿製薬 後発品 62.70
内用薬 4490014F2013 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 塩酸エピナスチン２０ｍｇ錠 後発品 33.30
内用薬 4490014F2021 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アレジオン錠２０ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
162.90

内用薬 4490014F2030 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 ユピテル錠２０ 岩城製薬 後発品 58.70
内用薬 4490014F2048 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 塩酸エピナスチン錠２０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 45.30

内用薬 4490014F2056 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 エピナスチン錠２０ｍｇ「ＫＴ」 寿製薬 後発品 79.70
内用薬 4490014F2064 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アズサレオン錠２０ シオノケミカル 後発品 47.90
内用薬 4490014F2072 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 ピナジオン錠２０ 大正薬品工業 後発品 43.40
内用薬 4490014F2080 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アルピード錠２０ ダイト 後発品 112.90
内用薬 4490014F2099 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アプラチン錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 41.90
内用薬 4490014F2110 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アスモット錠２０ｍｇ 辰巳化学 後発品 43.40
内用薬 4490014F2129 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アレナピオン錠２０ 長生堂製薬 後発品 45.30
内用薬 4490014F2137 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アレゲイン錠２０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 45.30

内用薬 4490014F2145 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 エルピナン錠２０ 東和薬品 後発品 110.60
内用薬 4490014F2153 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 チムケント錠２０ 日新製薬（山形） 後発品 58.70
内用薬 4490014F2161 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アレルオフ錠２０ 日医工 後発品 62.90
内用薬 4490014F2170 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アレジオテック錠２０ 日本薬品工業 後発品 102.30
内用薬 4490014F2188 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 エピナジオン錠２０ メディサ新薬 後発品 67.50
内用薬 4490014F2196 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 ヘルボッツ錠２０ 陽進堂 後発品 53.40
内用薬 4490014F2218 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 41.90

内用薬 4490014F2226 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 ピナジオン錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 43.40
内用薬 4490014M1024 塩酸エピナスチン ２％１ｇ アレルナシン微粒状軟カプセル２０

（分包）
森下仁丹 後発品 79.80

内用薬 4490014R1021 塩酸エピナスチン １％１ｇ アレジオンドライシロップ１％ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

113.50

内用薬 4490014S1031 塩酸エピナスチン ０．２％１ｍＬ アプラチン内服液０．２％ 大洋薬品工業 後発品 24.70
内用薬 4490014S1040 塩酸エピナスチン 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 後発品 24.70

内用薬 4490016M1023 トシル酸スプラタスト ５０ｍｇ１カプセル アイピーディカプセル５０ 大鵬薬品工業 50.60
内用薬 4490016M1031 トシル酸スプラタスト ５０ｍｇ１カプセル トシラートカプセル５０ｍｇ 東和薬品 後発品 37.80
内用薬 4490016M1040 トシル酸スプラタスト ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル５０

ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 37.80

内用薬 4490016M1058 トシル酸スプラタスト ５０ｍｇ１カプセル トシル酸スプラタストカプセル５０ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 37.80

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

長生堂製薬 後発品 37.80

内用薬 4490016M2020 トシル酸スプラタスト １００ｍｇ１カプセル アイピーディカプセル１００ 大鵬薬品工業 62.20
内用薬 4490016M2038 トシル酸スプラタスト １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１０

０ｍｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 40.20

内用薬 4490016M2046 トシル酸スプラタスト １００ｍｇ１カプセル トシラートカプセル１００ｍｇ 東和薬品 後発品 44.30
内用薬 4490016M2054 トシル酸スプラタスト １００ｍｇ１カプセル トシル酸スプラタストカプセル１００

ｍｇ「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 42.10

内用薬 4490016M2062 トシル酸スプラタスト １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１０
０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 42.10

内用薬 4490016M2070 トシル酸スプラタスト １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１０
０ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 後発品 42.10

内用薬 4490016R1020 トシル酸スプラタスト ５％１ｇ アイピーディドライシロップ５％ 大鵬薬品工業 66.80
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 後発品 46.90
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「Ａ

ＦＰ」
アルフレッサ
ファーマ

後発品 41.00

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「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 41.00

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 後発品 74.00
内用薬 4490017M1036 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ

セル
オノンカプセル１１２．５ｍｇ 小野薬品工業 66.90

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１１２．５ｍ
ｇ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 39.70

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１１２．５ｍ
ｇ「科研」

シオノケミカル 後発品 44.20

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１１２．５ｍ
ｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 45.20

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１１２．５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 42.20

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１１２．５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 42.20

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１１２．５ｍ
ｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 42.20

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１１２．５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 42.20

内用薬 4490017R1033 プランルカスト水和物 １０％１ｇ オノンドライシロップ１０％ 小野薬品工業 87.50
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

後発品 49.60

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 後発品 56.40

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 後発品 61.40
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 後発品 50.30
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 後発品 52.00
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内用薬 4490017R1092 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％
「ＮＴ」

ニプロジェネファ 後発品 45.50

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 後発品 56.40
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 後発品 56.40
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 後発品 45.50

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 後発品 56.40
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 後発品 53.50

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 後発品 59.20
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 後発品 61.40
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 後発品 53.50
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 後発品 43.10
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 後発品 48.20

内用薬 4490018D1022 セラトロダスト １０％１ｇ ブロニカ顆粒１０％ 武田薬品工業 386.80
内用薬 4490018F1023 セラトロダスト ４０ｍｇ１錠 ブロニカ錠４０ 武田薬品工業 197.70
内用薬 4490018F2020 セラトロダスト ８０ｍｇ１錠 ブロニカ錠８０ 武田薬品工業 305.50
内用薬 4490019F1028 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバステル錠５ｍｇ 大日本住友製薬 88.10
内用薬 4490019F1036 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 38.50
内用薬 4490019F1044 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 51.30
内用薬 4490019F1052 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 68.40
内用薬 4490019F1060 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 68.40
内用薬 4490019F1079 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 45.50
内用薬 4490019F1087 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.50
内用薬 4490019F1095 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 57.60
内用薬 4490019F1109 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 52.70
内用薬 4490019F1117 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 61.70
内用薬 4490019F1125 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 57.60
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 後発品 61.70
内用薬 4490019F1141 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 60.30
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 後発品 63.50
内用薬 4490019F2024 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバステル錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 117.90
内用薬 4490019F2032 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 62.70
内用薬 4490019F2040 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 76.00
内用薬 4490019F2059 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 89.60
内用薬 4490019F2067 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 86.00
内用薬 4490019F2075 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 57.90
内用薬 4490019F2083 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 82.90
内用薬 4490019F2091 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 80.80
内用薬 4490019F2105 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 84.50
内用薬 4490019F2113 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 84.60
内用薬 4490019F2121 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 76.00
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 後発品 84.50
内用薬 4490019F2148 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 80.80
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 後発品 80.80
内用薬 4490019F3020 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバステルＯＤ錠５ｍｇ 大日本住友製薬 88.10
内用薬 4490019F3039 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 68.90
内用薬 4490019F3047 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 68.40
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 後発品 56.10
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 後発品 68.00
内用薬 4490019F3071 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 50.70
内用薬 4490019F3080 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 57.60
内用薬 4490019F3098 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 52.70
内用薬 4490019F3101 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 61.70
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 後発品 59.70
内用薬 4490019F3128 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 57.60
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 後発品 60.30
内用薬 4490019F3144 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 68.40
内用薬 4490019F3152 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.50
内用薬 4490019F4027 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバステルＯＤ錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 117.90
内用薬 4490019F4035 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 89.40
内用薬 4490019F4043 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 89.60
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 後発品 69.30
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 後発品 84.60
内用薬 4490019F4078 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 63.90
内用薬 4490019F4086 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 80.80
内用薬 4490019F4094 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ

ファ」
日本ケミファ 後発品 84.50

内用薬 4490019F4108 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 84.60
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 後発品 80.10

内用薬 4490019F4124 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 76.00
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 後発品 80.80
内用薬 4490019F4140 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 86.00
内用薬 4490019F4159 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 82.90
内用薬 4490020F1020 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 ジルテック錠５ ユーシービージャ

パン
97.90

内用薬 4490020F1039 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５「ＡＲ」 アリジェン製薬 後発品 31.00
内用薬 4490020F1047 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 23.20
内用薬 4490020F1055 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＨＯ

Ｓ」
シー・エイチ・
オー新薬

後発品 40.30

内用薬 4490020F1063 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 後発品 68.00
内用薬 4490020F1071 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 70.20
内用薬 4490020F1080 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山形） 後発品 52.50
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内用薬 4490020F1098 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 29.40
内用薬 4490020F1101 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 25.50
内用薬 4490020F1110 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 42.50

内用薬 4490020F1128 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 34.80
内用薬 4490020F1136 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 31.00
内用薬 4490020F1144 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 70.20
内用薬 4490020F1152 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 34.80
内用薬 4490020F1160 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.60
内用薬 4490020F1179 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 58.60
内用薬 4490020F1187 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 25.50
内用薬 4490020F1195 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 38.00
内用薬 4490020F1209 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 70.20
内用薬 4490020F1217 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒ

ロ」
皇漢堂製薬 後発品 23.20

内用薬 4490020F1225 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 61.50
内用薬 4490020F1233 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 37.30

内用薬 4490020F1241 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 64.20
内用薬 4490020F1250 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 68.00
内用薬 4490020F1268 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 38.90

内用薬 4490020F1276 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「テイコ
ク」

日医工ファーマ 後発品 23.20
内用薬 4490020F1284 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 64.20
内用薬 4490020F1292 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 55.30
内用薬 4490020F1314 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 38.00
内用薬 4490020F1322 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 55.30

内用薬 4490020F1330 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５「ＮＵＰ」 日本ユニバーサル
薬品

後発品 31.00

内用薬 4490020F2019 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 塩酸セチリジン錠 後発品 23.40
内用薬 4490020F2027 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 ジルテック錠１０ ユーシービージャ

パン
122.20

内用薬 4490020F2035 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０「ＡＲ」 アリジェン製薬 後発品 84.10
内用薬 4490020F2043 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 40.20
内用薬 4490020F2051 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨＯ

Ｓ」
シー・エイチ・
オー新薬

後発品 40.30

内用薬 4490020F2060 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＴ
Ｂ」

寿製薬 後発品 74.00
内用薬 4490020F2078 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥ

Ｄ」
メディサ新薬 後発品 89.30

内用薬 4490020F2086 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＮ
Ｐ」

日新製薬（山形） 後発品 67.80
内用薬 4490020F2094 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 35.60
内用薬 4490020F2108 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 46.70
内用薬 4490020F2116 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 46.70

内用薬 4490020F2124 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 44.10
内用薬 4490020F2132 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 31.80

内用薬 4490020F2140 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 84.10
内用薬 4490020F2159 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹ

Ｋ」
大正薬品工業 後発品 58.10

内用薬 4490020F2167 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 47.10
内用薬 4490020F2175 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 67.80

内用薬 4490020F2183 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 40.20
内用薬 4490020F2191 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 54.70
内用薬 4490020F2205 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 89.30
内用薬 4490020F2221 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 84.10

内用薬 4490020F2230 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 37.30

内用薬 4490020F2248 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 74.00
内用薬 4490020F2256 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 84.10

内用薬 4490020F2264 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 38.90

内用薬 4490020F2272 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「テイコ
ク」

日医工ファーマ 後発品 47.10

内用薬 4490020F2280 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 84.10
内用薬 4490020F2299 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 74.00

内用薬 4490020F2310 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 後発品 54.70
内用薬 4490020F2329 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 65.10

内用薬 4490020F2337 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０「ＮＵＰ」 日本ユニバーサル
薬品

後発品 84.10

内用薬 4490020R1027 塩酸セチリジン １．２５％１ｇ ジルテックドライシロップ１．２５％ ユーシービージャ
パン

309.30

内用薬 4490020R1035 塩酸セチリジン １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩ＤＳ１．２５％「タ
カタ」

高田製薬 後発品 174.30

内用薬 4490021F1025 ラマトロバン ５０ｍｇ１錠 バイナス錠５０ｍｇ バイエル薬品 117.80
内用薬 4490021F2021 ラマトロバン ７５ｍｇ１錠 バイナス錠７５ｍｇ バイエル薬品 145.90
内用薬 4490022F1038 ベシル酸ベポタスチン ５ｍｇ１錠 タリオン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 46.80
内用薬 4490022F2034 ベシル酸ベポタスチン １０ｍｇ１錠 タリオン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 57.90
内用薬 4490022F3022 ベシル酸ベポタスチン ５ｍｇ１錠 タリオンＯＤ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 46.80
内用薬 4490022F4029 ベシル酸ベポタスチン １０ｍｇ１錠 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 57.90
内用薬 4490023F1024 塩酸フェキソフェナジン ６０ｍｇ１錠 アレグラ錠６０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
82.30

内用薬 4490023F2020 塩酸フェキソフェナジン ３０ｍｇ１錠 アレグラ錠３０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

63.60

内用薬 4490024F1029 ザフィルルカスト ２０ｍｇ１錠 アコレート錠２０ｍｇ アストラゼネカ 99.70
内用薬 4490024F2025 ザフィルルカスト ４０ｍｇ１錠 アコレート錠４０ｍｇ アストラゼネカ 154.00
内用薬 4490025F1023 塩酸オロパタジン ２．５ｍｇ１錠 アレロック錠２．５ 協和発酵キリン 50.20
内用薬 4490025F2020 塩酸オロパタジン ５ｍｇ１錠 アレロック錠５ 協和発酵キリン 63.90
内用薬 4490026C1021 モンテルカストナトリウ

ム
４ｍｇ１包 キプレス細粒４ｍｇ 杏林製薬 242.70
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内用薬 4490026C1030 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 シングレア細粒４ｍｇ 萬有製薬 242.70
内用薬 4490026F1044 モンテルカストナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 キプレスチュアブル錠５ｍｇ 杏林製薬 237.30

内用薬 4490026F1052 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 シングレアチュアブル錠５ｍｇ 萬有製薬 237.30
内用薬 4490026F2040 モンテルカストナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 キプレス錠１０ｍｇ 杏林製薬 252.70

内用薬 4490026F2059 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 シングレア錠１０ｍｇ 萬有製薬 252.70
内用薬 4490026F3020 モンテルカストナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 キプレス錠５ｍｇ 杏林製薬 186.70

内用薬 4490026F3039 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 シングレア錠５ｍｇ 萬有製薬 186.70
内用薬 4490027F1022 ロラタジン １０ｍｇ１錠 クラリチン錠１０ｍｇ シェリング・プラ

ウ
116.10

内用薬 4490027F2029 ロラタジン １０ｍｇ１錠 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ シェリング・プラ
ウ

116.10

内用薬 4490027R1029 ロラタジン １％１ｇ クラリチンドライシロップ１％ シェリング・プラ
ウ

239.90

内用薬 5100001X1016 アキョウ １０ｇ アキョウ 68.50
内用薬 5100001X1024 アキョウ １０ｇ ウチダのアキョウＭ ウチダ和漢薬 69.90
内用薬 5100002A1018 アセンヤク １０ｇ 局 アセンヤク末 15.30
内用薬 5100003A1012 アマチャ １０ｇ 局 アマチャ末 45.50
内用薬 5100003X1015 アマチャ １０ｇ 局 アマチャ 46.00
内用薬 5100004A1017 アロエ １０ｇ 局 アロエ末 39.20
内用薬 5100005X1014 アンソッコウ １０ｇ 局 アンソッコウ 12.10
内用薬 5100006X1019 イレイセン １０ｇ 局 イレイセン 18.30
内用薬 5100006X1035 イレイセン １０ｇ 局 トチモトのイレイセン 栃本天海堂 18.50
内用薬 5100006X1043 イレイセン １０ｇ 局 ツムラの生薬イレイセン ツムラ 18.50
内用薬 5100006X1051 イレイセン １０ｇ 局 イレイセンダイコーＭ 大晃生薬 18.50
内用薬 5100006X1078 イレイセン １０ｇ 局 マツウラのイレイセン（調剤用） 松浦薬業 18.50
内用薬 5100007X1013 インチンコウ １０ｇ 局 インチンコウ 24.50
内用薬 5100007X1021 インチンコウ １０ｇ 局 ウチダのインチンコウＭ ウチダ和漢薬 26.60
内用薬 5100007X1030 インチンコウ １０ｇ 局 トチモトのインチンコウ 栃本天海堂 25.30
内用薬 5100007X1048 インチンコウ １０ｇ 局 ツムラの生薬インチンコウ ツムラ 27.20
内用薬 5100007X1056 インチンコウ １０ｇ 局 インチンコウダイコーＭ 大晃生薬 27.20
内用薬 5100007X1064 インチンコウ １０ｇ 局 花扇インチンコウＫ 小西製薬 27.20
内用薬 5100008X1018 ウイキョウ １０ｇ 局 ウイキョウ 17.50
内用薬 5100009X1012 ウコン １０ｇ 局 ウコン 9.40
内用薬 5100010X1015 ウズ １０ｇ ウズ 118.20
内用薬 5100010X1023 ウズ １０ｇ ウチダの烏頭 ウチダ和漢薬 131.30
内用薬 5100011X1010 ウバイ １０ｇ ウバイ 21.10
内用薬 5100012X1014 ウヤク １０ｇ 局 ウヤク 15.50
内用薬 5100012X1030 ウヤク １０ｇ 局 トチモトのウヤク 栃本天海堂 15.80
内用薬 5100013X1019 ウワウルシ １０ｇ 局 ウワウルシ 18.10
内用薬 5100014A1010 エイジツ １０ｇ 局 エイジツ末 12.80
内用薬 5100014X1013 エイジツ １０ｇ 局 エイジツ 10.20
内用薬 5100015X1018 エンゴサク １０ｇ 局 エンゴサク 24.10
内用薬 5100016X1012 エンメイソウ １０ｇ エンメイソウ 17.10
内用薬 5100017X1017 オウギ １０ｇ 局 オウギ 22.30
内用薬 5100017X1025 オウギ １０ｇ 局 ウチダのオウギＭ ウチダ和漢薬 24.80
内用薬 5100017X1033 オウギ １０ｇ 局 花扇オウギＫ 小西製薬 24.80
内用薬 5100017X1050 オウギ １０ｇ 局 オウギダイコーＭ 大晃生薬 24.80
内用薬 5100017X1084 オウギ １０ｇ 局 ツムラの生薬オウギ ツムラ 23.10
内用薬 5100017X1106 オウギ １０ｇ 局 トチモトのオウギ 栃本天海堂 23.10
内用薬 5100018A1019 オウギ １０ｇ オウギ末 26.80
内用薬 5100019A1013 オウゴン １０ｇ 局 オウゴン末 21.80
内用薬 5100019X1016 オウゴン １０ｇ 局 オウゴン 19.10
内用薬 5100020A1016 オウバク １０ｇ 局 オウバク末 29.60
内用薬 5100020X1019 オウバク １０ｇ 局 オウバク 26.10
内用薬 5100021X1013 オウヒ １０ｇ オウヒ 10.20
内用薬 5100022A1015 オウレン １０ｇ 局 オウレン末 160.00
内用薬 5100022A1023 オウレン １０ｇ 局 ウチダのオウレン末Ｍ ウチダ和漢薬 165.80
内用薬 5100022A1040 オウレン １０ｇ 局 花扇オウレン末Ｋ 小西製薬 162.00
内用薬 5100022A1058 オウレン １０ｇ 局 オウレン末鈴 鈴粉末薬品 162.00
内用薬 5100022X1018 オウレン １０ｇ 局 オウレン 86.20
内用薬 5100023A1010 オンジ １０ｇ 局 オンジ末 30.60
内用薬 5100023X1012 オンジ １０ｇ 局 オンジ 30.60
内用薬 5100024X1017 カイカ １０ｇ カイカ 13.70
内用薬 5100025X1011 ガイヨウ １０ｇ ガイヨウ 12.50
内用薬 5100026X1016 カゴソウ １０ｇ 局 カゴソウ 17.00
内用薬 5100027X1010 カシ １０ｇ カシ 10.50
内用薬 5100028X1015 カシュウ １０ｇ 局 カシュウ 15.00
内用薬 5100028X1023 カシュウ １０ｇ 局 ウチダのカシュウＭ ウチダ和漢薬 16.20
内用薬 5100028X1031 カシュウ １０ｇ 局 トチモトのカシュウ 栃本天海堂 16.60
内用薬 5100028X1040 カシュウ １０ｇ 局 花扇カシュウＫ 小西製薬 16.20
内用薬 5100029X1010 ガジュツ １０ｇ 局 ガジュツ 10.00
内用薬 5100029X1028 ガジュツ １０ｇ 局 ウチダのガジュツＭ ウチダ和漢薬 10.90
内用薬 5100029X1052 ガジュツ １０ｇ 局 トチモトのガジュツ 栃本天海堂 10.90
内用薬 5100029X1060 ガジュツ １０ｇ 局 高砂ガジュツＭ 高砂薬業 10.90
内用薬 5100030A1010 ガジュツ １０ｇ ガジュツ末 17.80
内用薬 5100031X1017 カッコウ １０ｇ カッコウ 13.70
内用薬 5100031X1041 カッコウ １０ｇ 局 花扇カッコウＫ 小西製薬 13.70
内用薬 5100032X1011 カッコン １０ｇ 局 カッコン 16.30
内用薬 5100033X1016 カッセキ １０ｇ カッセキ 14.70
内用薬 5100033X1032 カッセキ １０ｇ トチモトのカッセキ 栃本天海堂 15.10
内用薬 5100033X1040 カッセキ １０ｇ 花扇カッセキＫ 小西製薬 15.10
内用薬 5100034A1018 カノコソウ １０ｇ 局 カノコソウ末 49.70
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内用薬 5100034X1010 カノコソウ １０ｇ 局 カノコソウ 43.90
内用薬 5100035X1015 カマラ １０ｇ カマラ 330.70
内用薬 5100036X1010 カロコン １０ｇ 局 カロコン 14.20
内用薬 5100036X1028 カロコン １０ｇ 局 ウチダのカロコンＭ ウチダ和漢薬 15.80
内用薬 5100036X1036 カロコン １０ｇ 局 花扇カロコンＫ 小西製薬 16.50
内用薬 5100036X1052 カロコン １０ｇ 局 カロコンダイコーＭ 大晃生薬 14.90
内用薬 5100036X1060 カロコン １０ｇ 局 小島か楼根Ｍ 小島漢方 15.30
内用薬 5100036X1087 カロコン １０ｇ 局 ツムラの生薬カロコン ツムラ 15.30
内用薬 5100036X1095 カロコン １０ｇ 局 トチモトのカロコン 栃本天海堂 16.50
内用薬 5100036X1133 カロコン １０ｇ 局 マツウラのカロコン（医療用） 松浦薬業 14.90
内用薬 5100037X1014 カロニン １０ｇ カロニン 16.00
内用薬 5100037X1030 カロニン １０ｇ トチモトのカロニン 栃本天海堂 16.40
内用薬 5100037X1057 カロニン １０ｇ ツムラの生薬カロニン ツムラ 16.40
内用薬 5100038X1019 乾姜 １０ｇ 局 乾姜 14.50
内用薬 5100038X1027 乾姜 １０ｇ 局 ウチダのカンキョウＭ ウチダ和漢薬 14.80
内用薬 5100038X1035 乾姜 １０ｇ 局 トチモトの乾姜 栃本天海堂 15.50
内用薬 5100038X1051 乾姜 １０ｇ 局 マツウラのカンキョウ（調剤用） 松浦薬業 15.50
内用薬 5100038X1060 乾姜 １０ｇ 局 花扇カンキョウＫ 小西製薬 15.50
内用薬 5100039A1010 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウ末 23.20
内用薬 5100039A1029 カンゾウ １０ｇ 局 ウチダのカンゾウ末Ｍ ウチダ和漢薬 24.30
内用薬 5100039A1053 カンゾウ １０ｇ 局 「純生」カンゾウ末 純生薬品工業 24.30
内用薬 5100039A1118 カンゾウ １０ｇ 局 トチモトのカンゾウ末 栃本天海堂 24.30
内用薬 5100039A1126 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウ末Ｎ 日本粉末薬品 24.30
内用薬 5100039A1185 カンゾウ １０ｇ 局 マツウラのカンゾウ末（医療用） 松浦薬業 24.30
内用薬 5100039X1013 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウ 15.00
内用薬 5100039X1021 カンゾウ １０ｇ 局 ウチダのカンゾウＭ ウチダ和漢薬 16.50
内用薬 5100039X1048 カンゾウ １０ｇ 局 花扇カンゾウＫ 小西製薬 16.50
内用薬 5100039X1064 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウダイコーＭ 大晃生薬 16.50
内用薬 5100039X1099 カンゾウ １０ｇ 局 ツムラの生薬カンゾウ ツムラ 16.50
内用薬 5100039X1110 カンゾウ １０ｇ 局 トチモトのカンゾウ 栃本天海堂 15.50
内用薬 5100039X1137 カンゾウ １０ｇ 局 マツウラのカンゾウ（医療用） 松浦薬業 15.50
内用薬 5100040X1016 カンタリス １０ｇ カンタリス 208.30
内用薬 5100041A1018 カンテン １０ｇ 局 カンテン末 48.80
内用薬 5100042A1012 キキョウ １０ｇ 局 キキョウ末 24.70
内用薬 5100042X1015 キキョウ １０ｇ 局 キキョウ 17.00
内用薬 5100043X1010 キクカ １０ｇ 局 キクカ 21.00
内用薬 5100043X1028 キクカ １０ｇ 局 ウチダのキクカＭ ウチダ和漢薬 22.90
内用薬 5100043X1044 キクカ １０ｇ 局 花扇キクカＫ 小西製薬 22.90
内用薬 5100043X1052 キクカ １０ｇ 局 ツムラの生薬キクカ ツムラ 22.90
内用薬 5100044X1014 キササゲ １０ｇ 局 キササゲ 19.00
内用薬 5100045X1019 キジツ １０ｇ 局 キジツ 12.20
内用薬 5100045X1027 キジツ １０ｇ 局 ウチダのキジツＭ ウチダ和漢薬 13.70
内用薬 5100045X1035 キジツ １０ｇ 局 花扇キジツＫ 小西製薬 13.70
内用薬 5100045X1051 キジツ １０ｇ 局 キジツダイコーＭ 大晃生薬 13.70
内用薬 5100045X1060 キジツ １０ｇ 局 小島枳実Ｍ 小島漢方 12.80
内用薬 5100045X1086 キジツ １０ｇ 局 ツムラの生薬キジツ ツムラ 13.70
内用薬 5100045X1094 キジツ １０ｇ 局 トチモトのキジツ 栃本天海堂 13.70
内用薬 5100045X1124 キジツ １０ｇ 局 マツウラのキジツ（医療用） 松浦薬業 12.80
内用薬 5100046X1013 キッピ １０ｇ キッピ 11.80
内用薬 5100046X1021 キッピ １０ｇ ウチダのキッピＭ ウチダ和漢薬 12.40
内用薬 5100046X1030 キッピ １０ｇ トチモトのキッピ 栃本天海堂 12.40
内用薬 5100047A1015 キナ １０ｇ キナ末 12.20
内用薬 5100047X1018 キナ １０ｇ キナ 16.50
内用薬 5100048X1012 キョウカツ １０ｇ 局 キョウカツ 28.70
内用薬 5100048X1039 キョウカツ １０ｇ 局 トチモトのキョウカツ 栃本天海堂 30.10
内用薬 5100048X1047 キョウカツ １０ｇ 局 花扇キョウカツＫ 小西製薬 31.30
内用薬 5100048X1055 キョウカツ １０ｇ 局 ツムラの生薬キョウカツ ツムラ 31.30
内用薬 5100048X1063 キョウカツ １０ｇ 局 マツウラのキョウカツ（調剤用） 松浦薬業 30.10
内用薬 5100049X1017 キョウニン １０ｇ 局 キョウニン 15.20
内用薬 5100050X1010 キンギンカ １０ｇ キンギンカ 32.00
内用薬 5100050X1036 キンギンカ １０ｇ トチモトのキンギンカ 栃本天海堂 32.70
内用薬 5100051X1014 グアヤク脂 １０ｇ グアヤク脂 26.00
内用薬 5100052X1019 クコシ １０ｇ 局 クコシ 27.50
内用薬 5100053X1013 クコヨウ １０ｇ クコヨウ 13.70
内用薬 5100054A1015 クジン １０ｇ 局 クジン末 16.30
内用薬 5100054X1018 クジン １０ｇ 局 クジン 12.90
内用薬 5100054X1034 クジン １０ｇ 局 花扇クジンＫ 小西製薬 13.60
内用薬 5100054X1085 クジン １０ｇ 局 ツムラの生薬クジン ツムラ 13.60
内用薬 5100054X1093 クジン １０ｇ 局 トチモトのクジン 栃本天海堂 13.60
内用薬 5100055X1012 ケイガイ １０ｇ 局 ケイガイ 14.90
内用薬 5100055X1020 ケイガイ １０ｇ 局 ウチダのケイガイＭ ウチダ和漢薬 16.70
内用薬 5100055X1039 ケイガイ １０ｇ 局 花扇ケイガイＫ 小西製薬 16.70
内用薬 5100055X1063 ケイガイ １０ｇ 局 小島荊芥Ｍ 小島漢方 16.70
内用薬 5100055X1080 ケイガイ １０ｇ 局 ツムラの生薬ケイガイ ツムラ 16.70
内用薬 5100055X1098 ケイガイ １０ｇ 局 トチモトのケイガイ 栃本天海堂 16.70
内用薬 5100056A1014 ケイヒ １０ｇ 局 ケイヒ末 20.90
内用薬 5100056X1017 ケイヒ １０ｇ 局 ケイヒ 15.50
内用薬 5100057X1011 ケツメイシ １０ｇ 局 ケツメイシ 6.00
内用薬 5100058X1016 ケンゴシ １０ｇ 局 ケンゴシ 9.20
内用薬 5100059X1010 ゲンジン １０ｇ ゲンジン 13.90
内用薬 5100059X1029 ゲンジン １０ｇ ウチダのゲンジンＭ ウチダ和漢薬 14.70
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内用薬 5100059X1037 ゲンジン １０ｇ トチモトのゲンジン 栃本天海堂 14.70
内用薬 5100060A1010 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末 31.10
内用薬 5100060A1061 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末「ケンエー」 健栄製薬 31.60
内用薬 5100060A1126 ゲンチアナ １０ｇ 局 「純生」ゲンチアナ末 純生薬品工業 33.10
内用薬 5100060A1185 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末Ｎ 日本粉末薬品 33.10
内用薬 5100060A1207 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末「マルイシ」 丸石製薬 31.60
内用薬 5100060A1215 ゲンチアナ １０ｇ 局 ※ ゲンチアナ末（山善） 山善製薬 33.10
内用薬 5100060A1231 ゲンチアナ １０ｇ 局 ※ ゲンチアナ末（吉田製薬） 吉田製薬 32.60
内用薬 5100060A1290 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末「ＪＧ」 日本ジェネリック 33.10
内用薬 5100060X1013 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ 20.00
内用薬 5100061A1015 ゲンノショウコ １０ｇ 局 ゲンノショウコ末 19.00
内用薬 5100061X1018 ゲンノショウコ １０ｇ 局 ゲンノショウコ 19.00
内用薬 5100062X1012 コウカ １０ｇ 局 コウカ 24.20
内用薬 5100063X1017 コウジン １ｇ 局 コウジン 11.90
内用薬 5100063X1025 コウジン １ｇ 局 ウチダのコウジンＭ ウチダ和漢薬 12.50
内用薬 5100063X1041 コウジン １ｇ 局 花扇コウジンＫ 小西製薬 13.40
内用薬 5100063X1076 コウジン １ｇ 局 ※ コウジン（鈴粉末） 鈴粉末薬品 12.50
内用薬 5100063X1084 コウジン １ｇ 局 コウジンダイコーＭ 大晃生薬 11.90
内用薬 5100063X1092 コウジン １ｇ 局 高砂コウジンＭ 高砂薬業 12.50
内用薬 5100063X1106 コウジン １ｇ 局 テイコク紅参（調剤用） 帝國漢方製薬 13.40
内用薬 5100063X1165 コウジン １ｇ 局 マツウラのコウジン（医療用） 松浦薬業 13.40
内用薬 5100064A1027 コウジン １ｇ ウチダのコウジン末Ｍ ウチダ和漢薬 15.80
内用薬 5100064A1043 コウジン １ｇ 花扇コウジン末 小西製薬 13.50
内用薬 5100064A1051 コウジン １ｇ コウジン末鈴 鈴粉末薬品 18.80
内用薬 5100064A1159 コウジン １ｇ コウジン末「エシック」 国産薬品工業 13.50
内用薬 5100064A1167 コウジン １ｇ 正官庄コウジン末 大木製薬 37.60
内用薬 5100064A1175 コウジン １ｇ 高砂コウジン末Ｍ 高砂薬業 18.50
内用薬 5100064A1183 コウジン １ｇ ツムラの生薬コウジン末（調剤用） ツムラ 37.60
内用薬 5100064A1205 コウジン １ｇ トチモトのコウジン末ＡＭ 栃本天海堂 17.60
内用薬 5100064A1213 コウジン １ｇ 長岡のコウジン末Ｓ 長岡実業 13.50
内用薬 5100064A1221 コウジン １ｇ 日粉コウジン末Ｎ 日本粉末薬品 13.50
内用薬 5100064A1230 コウジン １ｇ ホンゾウコウジン末 本草製薬 11.40
内用薬 5100064A1248 コウジン １ｇ マツウラのコウジン末（調剤用） 松浦薬業 11.40
内用薬 5100064A1256 コウジン １ｇ マヤコウジン末 摩耶堂製薬 13.50
内用薬 5100064A1264 コウジン １ｇ 三和コウジン末 三和生薬 18.50
内用薬 5100064A1272 コウジン １ｇ 薬師印のコウジン末 薬師製薬 15.80
内用薬 5100064A1280 コウジン １ｇ テイコク紅参末 帝國漢方製薬 18.60
内用薬 5100065A1013 コウブシ １０ｇ 局 コウブシ末 12.60
内用薬 5100065X1016 コウブシ １０ｇ 局 コウブシ 12.00
内用薬 5100065X1067 コウブシ １０ｇ 局 小島香附子Ｍ 小島漢方 12.10
内用薬 5100065X1083 コウブシ １０ｇ 局 ツムラの生薬コウブシ ツムラ 12.10
内用薬 5100065X1091 コウブシ １０ｇ 局 トチモトのコウブシ 栃本天海堂 12.10
内用薬 5100066X1010 コウベイ １０ｇ コウベイ 8.30
内用薬 5100067A1012 コウボク １０ｇ 局 コウボク末 18.40
内用薬 5100067A1020 コウボク １０ｇ 局 ウチダのコウボク末Ｍ ウチダ和漢薬 20.40
内用薬 5100067A1063 コウボク １０ｇ 局 高砂コウボク末Ｍ 高砂薬業 20.40
内用薬 5100067X1015 コウボク １０ｇ 局 コウボク 17.40
内用薬 5100068X1010 コウホン １０ｇ コウホン 27.60
内用薬 5100068X1028 コウホン １０ｇ ウチダのコウホンＭ ウチダ和漢薬 28.80
内用薬 5100069X1014 ゴシツ １０ｇ 局 ゴシツ 16.50
内用薬 5100069X1030 ゴシツ １０ｇ 局 花扇ゴシツＫ 小西製薬 17.70
内用薬 5100069X1057 ゴシツ １０ｇ 局 ゴシツダイコーＭ 大晃生薬 17.40
内用薬 5100069X1081 ゴシツ １０ｇ 局 ツムラの生薬ゴシツ ツムラ 17.40
内用薬 5100069X1090 ゴシツ １０ｇ 局 トチモトのゴシツ 栃本天海堂 18.30
内用薬 5100069X1103 ゴシツ １０ｇ 局 マツウラのゴシツ（医療用） 松浦薬業 17.40
内用薬 5100070X1017 ゴシュユ １０ｇ 局 ゴシュユ 28.60
内用薬 5100070X1025 ゴシュユ １０ｇ 局 ウチダのゴシュユＭ ウチダ和漢薬 31.70
内用薬 5100070X1033 ゴシュユ １０ｇ 局 花扇ゴシュユＫ 小西製薬 32.40
内用薬 5100070X1050 ゴシュユ １０ｇ 局 ゴシュユダイコーＭ 大晃生薬 30.10
内用薬 5100070X1084 ゴシュユ １０ｇ 局 ツムラの生薬ゴシュユ ツムラ 30.10
内用薬 5100070X1106 ゴシュユ １０ｇ 局 トチモトのゴシュユ 栃本天海堂 32.40
内用薬 5100071X1011 ゴボウシ １０ｇ 局 ゴボウシ 9.30
内用薬 5100072X1016 ゴミシ １０ｇ 局 ゴミシ 108.90
内用薬 5100072X1032 ゴミシ １０ｇ 局 花扇ゴミシＫ 小西製薬 119.60
内用薬 5100072X1083 ゴミシ １０ｇ 局 ツムラの生薬ゴミシ ツムラ 119.60
内用薬 5100072X1091 ゴミシ １０ｇ 局 トチモトのゴミシ 栃本天海堂 119.60
内用薬 5100073A1018 コロンボ １０ｇ 局 コロンボ末 15.10
内用薬 5100073X1010 コロンボ １０ｇ 局 コロンボ 12.10
内用薬 5100074X1015 コンズランゴ １０ｇ 局 コンズランゴ 12.20
内用薬 5100075X1010 サイコ １０ｇ 局 サイコ 44.00
内用薬 5100075X1087 サイコ １０ｇ 局 ツムラの生薬サイコ ツムラ 46.10
内用薬 5100076X1014 サイシン １０ｇ 局 サイシン 68.70
内用薬 5100077X1019 ザクロヒ １０ｇ ザクロヒ 61.00
内用薬 5100078X1013 サフラン １ｇ 局 サフラン 344.20
内用薬 5100078X1021 サフラン １ｇ 局 ウチダのサフランＭ ウチダ和漢薬 374.60
内用薬 5100078X1048 サフラン １ｇ 局 花扇サフランＫ 小西製薬 374.60
内用薬 5100078X1056 サフラン １ｇ 局 サフラン鈴 鈴粉末薬品 374.60
内用薬 5100078X1064 サフラン １ｇ 局 サフランダイコーＭ 大晃生薬 374.60
内用薬 5100078X1099 サフラン １ｇ 局 トチモトのサフラン 栃本天海堂 374.60
内用薬 5100079A1015 サンキライ １０ｇ 局 サンキライ末 14.30
内用薬 5100079X1018 サンキライ １０ｇ 局 サンキライ 14.30
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内用薬 5100080X1010 サンザシ １０ｇ 局 サンザシ 10.20
内用薬 5100081A1012 サンシシ １０ｇ 局 サンシシ末 19.80
内用薬 5100081X1015 サンシシ １０ｇ 局 サンシシ 15.20
内用薬 5100082X1010 サンシュユ １０ｇ 局 サンシュユ 54.50
内用薬 5100082X1036 サンシュユ １０ｇ 局 花扇サンシュユＫ 小西製薬 60.00
内用薬 5100082X1087 サンシュユ １０ｇ 局 ツムラの生薬サンシュユ ツムラ 60.00
内用薬 5100082X1095 サンシュユ １０ｇ 局 トチモトのサンシュユ 栃本天海堂 56.30
内用薬 5100083A1011 サンショウ １０ｇ 局 サンショウ末 100.00
内用薬 5100083X1014 サンショウ １０ｇ 局 サンショウ 255.00
内用薬 5100084X1019 サンズコン １０ｇ サンズコン 12.50
内用薬 5100085X1013 サンソウニン １０ｇ 局 サンソウニン 22.80
内用薬 5100086X1018 サンヤク １０ｇ 局 サンヤク 18.30
内用薬 5100086X1026 サンヤク １０ｇ 局 ウチダのサンヤクＭ ウチダ和漢薬 19.10
内用薬 5100086X1034 サンヤク １０ｇ 局 花扇サンヤクＫ 小西製薬 21.10
内用薬 5100086X1050 サンヤク １０ｇ 局 サンヤクダイコーＭ 大晃生薬 19.10
内用薬 5100086X1069 サンヤク １０ｇ 局 小島山薬Ｍ 小島漢方 19.10
内用薬 5100086X1085 サンヤク １０ｇ 局 ツムラの生薬サンヤク ツムラ 21.10
内用薬 5100086X1093 サンヤク １０ｇ 局 トチモトのサンヤク 栃本天海堂 21.10
内用薬 5100087X1012 ジオウ １０ｇ 局 ジオウ 14.50
内用薬 5100087X1020 ジオウ １０ｇ 局 ウチダのジオウＭ ウチダ和漢薬 15.70
内用薬 5100087X1039 ジオウ １０ｇ 局 花扇ジオウＫ 小西製薬 15.70
内用薬 5100087X1071 ジオウ １０ｇ 局 高砂ジオウＭ 高砂薬業 15.70
内用薬 5100087X1080 ジオウ １０ｇ 局 ツムラの生薬ジオウ ツムラ 15.70
内用薬 5100087X1136 ジオウ １０ｇ 局 マツウラのジオウ（医療用） 松浦薬業 15.70
内用薬 5100088X1017 シオン １０ｇ シオン 10.50
内用薬 5100089X1011 ジコッピ １０ｇ 局 ジコッピ 10.40
内用薬 5100090X1014 シコン １０ｇ 局 シコン 30.30
内用薬 5100091X1019 シソシ １０ｇ シソシ 11.50
内用薬 5100092X1013 シツリシ １０ｇ 局 シツリシ 17.00
内用薬 5100092X1030 シツリシ １０ｇ 局 トチモトのシツリシ 栃本天海堂 18.60
内用薬 5100092X1056 シツリシ １０ｇ 局 花扇シツリシＫ 小西製薬 18.20
内用薬 5100093X1018 シテイ １０ｇ シテイ 14.10
内用薬 5100093X1034 シテイ １０ｇ トチモトのシテイ 栃本天海堂 14.50
内用薬 5100094A1010 シャクヤク １０ｇ 局 シャクヤク末 27.80
内用薬 5100094X1012 シャクヤク １０ｇ 局 シャクヤク 27.40
内用薬 5100095X1017 ジャショウシ １０ｇ 局 ジャショウシ 11.20
内用薬 5100096X1011 シャジン １０ｇ シャジン 15.60
内用薬 5100097X1016 シャゼンシ １０ｇ 局 シャゼンシ 11.80
内用薬 5100098X1010 シャゼンソウ １０ｇ 局 シャゼンソウ 12.80
内用薬 5100099X1015 修治ブシ １０ｇ 局 修治ブシ 138.70
内用薬 5100100X1010 ジュウヤク １０ｇ 局 ジュウヤク 22.70
内用薬 5100101A1011 シュクシャ １０ｇ 局 シュクシャ末 53.50
内用薬 5100101X1014 シュクシャ １０ｇ 局 シュクシャ 38.00
内用薬 5100101X1022 シュクシャ １０ｇ 局 ウチダのシュクシャＭ ウチダ和漢薬 44.20
内用薬 5100101X1030 シュクシャ １０ｇ 局 花扇シュクシャＫ 小西製薬 45.30
内用薬 5100101X1081 シュクシャ １０ｇ 局 ツムラの生薬シュクシャ ツムラ 45.30
内用薬 5100101X1090 シュクシャ １０ｇ 局 トチモトのシュクシャ 栃本天海堂 40.70
内用薬 5100102A1016 ショウキョウ １０ｇ 局 ショウキョウ末 16.50
内用薬 5100102X1019 ショウキョウ １０ｇ 局 ショウキョウ 13.70
内用薬 5100102X1027 ショウキョウ １０ｇ 局 ウチダのショウキョウＭ ウチダ和漢薬 14.20
内用薬 5100102X1035 ショウキョウ １０ｇ 局 花扇ショウキョウＫ 小西製薬 13.90
内用薬 5100102X1060 ショウキョウ １０ｇ 局 小島生姜Ｍ 小島漢方 14.20
内用薬 5100102X1086 ショウキョウ １０ｇ 局 ツムラの生薬ショウキョウ ツムラ 13.90
内用薬 5100102X1108 ショウキョウ １０ｇ 局 トチモトのショウキョウ 栃本天海堂 14.80
内用薬 5100103X1013 ショウズク １０ｇ 局 ショウズク 104.10
内用薬 5100104A1015 ショウズク １０ｇ ショウズク末 112.80
内用薬 5100105X1012 ショウバク １０ｇ ショウバク 8.40
内用薬 5100106X1017 ショウマ １０ｇ 局 ショウマ 12.00
内用薬 5100106X1084 ショウマ １０ｇ 局 ツムラの生薬ショウマ ツムラ 12.20
内用薬 5100106X1092 ショウマ １０ｇ 局 トチモトのショウマ 栃本天海堂 12.20
内用薬 5100107X1011 シンイ １０ｇ 局 シンイ 55.70
内用薬 5100108X1016 セキショウシ １０ｇ セキショウシ 69.60
内用薬 5100109X1010 セッコウ １０ｇ 局 セッコウ 7.90
内用薬 5100109X1029 セッコウ １０ｇ 局 ウチダのセッコウＭ ウチダ和漢薬 9.00
内用薬 5100109X1045 セッコウ １０ｇ 局 セッコウダイコーＭ 大晃生薬 8.30
内用薬 5100109X1053 セッコウ １０ｇ 局 小島石膏Ｍ 小島漢方 8.60
内用薬 5100109X1061 セッコウ １０ｇ 局 高砂セッコウＭ 高砂薬業 9.00
内用薬 5100109X1070 セッコウ １０ｇ 局 ツムラの生薬セッコウ ツムラ 9.00
内用薬 5100109X1088 セッコウ １０ｇ 局 トチモトのセッコウ 栃本天海堂 9.00
内用薬 5100109X1096 セッコウ １０ｇ 局 マツウラのセッコウ（医療用） 松浦薬業 8.30
内用薬 5100110A1010 セネガ １０ｇ 局 セネガ末 118.80
内用薬 5100110X1013 セネガ １０ｇ 局 セネガ 117.50
内用薬 5100111A1015 センキュウ １０ｇ 局 センキュウ末 28.40
内用薬 5100111X1018 センキュウ １０ｇ 局 センキュウ 21.70
内用薬 5100112X1012 ゼンコ １０ｇ 局 ゼンコ 13.60
内用薬 5100113X1017 センコツ １０ｇ 局 センコツ 34.20
内用薬 5100114X1011 センタイ １０ｇ センタイ 67.90
内用薬 5100114X1020 センタイ １０ｇ トチモトのセンタイ 栃本天海堂 72.90
内用薬 5100114X1046 センタイ １０ｇ マツウラのセンタイ（調剤用） 松浦薬業 72.90
内用薬 5100115A1013 センナ １０ｇ 局 センナ末 12.10
内用薬 5100115X1016 センナ １０ｇ 局 センナ 9.10
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内用薬 5100116A1018 センブリ １０ｇ 局 センブリ末 212.20
内用薬 5100116X1010 センブリ １０ｇ 局 センブリ 229.40
内用薬 5100117A1012 ソウジュツ １０ｇ 局 ソウジュツ末 11.50
内用薬 5100117X1015 ソウジュツ １０ｇ 局 ソウジュツ 12.60
内用薬 5100117X1023 ソウジュツ １０ｇ 局 ウチダのソウジュツＭ ウチダ和漢薬 13.70
内用薬 5100117X1040 ソウジュツ １０ｇ 局 花扇ソウジュツＫ 小西製薬 13.70
内用薬 5100117X1066 ソウジュツ １０ｇ 局 ソウジュツダイコーＭ 大晃生薬 14.30
内用薬 5100117X1082 ソウジュツ １０ｇ 局 高砂ソウジュツＭ 高砂薬業 13.70
内用薬 5100117X1090 ソウジュツ １０ｇ 局 ツムラの生薬ソウジュツ ツムラ 14.30
内用薬 5100117X1112 ソウジュツ １０ｇ 局 トチモトのソウジュツ 栃本天海堂 13.70
内用薬 5100117X1120 ソウジュツ １０ｇ 局 マツウラのソウジュツ（医療用） 松浦薬業 14.30
内用薬 5100118X1010 ソウハクヒ １０ｇ 局 ソウハクヒ 14.80
内用薬 5100119X1014 ソボク １０ｇ 局 ソボク 27.80
内用薬 5100120X1017 ソヨウ １０ｇ 局 ソヨウ 20.00
内用薬 5100120X1025 ソヨウ １０ｇ 局 ウチダのソヨウＭ ウチダ和漢薬 23.70
内用薬 5100120X1033 ソヨウ １０ｇ 局 花扇ソヨウＫ 小西製薬 23.70
内用薬 5100120X1050 ソヨウ １０ｇ 局 ソヨウダイコーＭ 大晃生薬 23.70
内用薬 5100120X1084 ソヨウ １０ｇ 局 ツムラの生薬ソヨウ ツムラ 24.20
内用薬 5100120X1092 ソヨウ １０ｇ 局 トチモトのソヨウ 栃本天海堂 24.20
内用薬 5100121A1019 ダイオウ １０ｇ 局 ダイオウ末 21.10
内用薬 5100121A1035 ダイオウ １０ｇ 局 ウチダのダイオウ末Ｍ ウチダ和漢薬 23.40
内用薬 5100121A1051 ダイオウ １０ｇ 局 花扇ダイオウ末Ｋ 小西製薬 23.40
内用薬 5100121A1060 ダイオウ １０ｇ 局 ダイオウ末「三恵」 三恵薬品 22.30
内用薬 5100121A1078 ダイオウ １０ｇ 局 「純生」ダイオウ末 純生薬品工業 23.40
内用薬 5100121A1094 ダイオウ １０ｇ 局 ダイオウ末ダイコーＭ 大晃生薬 23.40
内用薬 5100121A1132 ダイオウ １０ｇ 局 トチモトのダイオウ末 栃本天海堂 23.40
内用薬 5100121A1140 ダイオウ １０ｇ 局 ダイオウ末Ｎ 日本粉末薬品 22.30
内用薬 5100121A1167 ダイオウ １０ｇ 局 三和ダイオウ末 三和生薬 22.30
内用薬 5100121A1175 ダイオウ １０ｇ 局 ※ ダイオウ末（井藤） 井藤漢方製薬 22.30
内用薬 5100121A1191 ダイオウ １０ｇ 局 マツウラのダイオウ末（医療用） 松浦薬業 22.30
内用薬 5100121X1011 ダイオウ １０ｇ 局 ダイオウ 19.10
内用薬 5100122X1016 タイソウ １０ｇ 局 タイソウ 14.90
内用薬 5100122X1024 タイソウ １０ｇ 局 ウチダのタイソウＭ ウチダ和漢薬 16.60
内用薬 5100122X1040 タイソウ １０ｇ 局 花扇タイソウＫ 小西製薬 16.60
内用薬 5100122X1083 タイソウ １０ｇ 局 高砂タイソウＭ 高砂薬業 15.40
内用薬 5100122X1105 タイソウ １０ｇ 局 トチモトのタイソウ 栃本天海堂 15.40
内用薬 5100123X1010 ダイフクヒ １０ｇ ダイフクヒ 26.10
内用薬 5100124A1012 タクシャ １０ｇ 局 タクシャ末 17.10
内用薬 5100124X1015 タクシャ １０ｇ 局 タクシャ 14.00
内用薬 5100125X1010 チクジョ １０ｇ チクジョ 15.80
内用薬 5100125X1036 チクジョ １０ｇ トチモトのチクジョ 栃本天海堂 16.60
内用薬 5100125X1044 チクジョ １０ｇ ツムラの生薬チクジョ ツムラ 16.60
内用薬 5100126A1011 チクセツニンジン １０ｇ 局 チクセツニンジン末 174.70
内用薬 5100126X1014 チクセツニンジン １０ｇ 局 チクセツニンジン 174.70
内用薬 5100127X1019 チモ １０ｇ 局 チモ 15.90
内用薬 5100127X1027 チモ １０ｇ 局 ウチダのチモＭ ウチダ和漢薬 16.30
内用薬 5100127X1043 チモ １０ｇ 局 チモダイコーＭ 大晃生薬 17.30
内用薬 5100127X1108 チモ １０ｇ 局 花扇チモＫ 小西製薬 17.30
内用薬 5100128A1010 チョウジ １０ｇ 局 チョウジ末 25.10
内用薬 5100128X1013 チョウジ １０ｇ 局 チョウジ 27.50
内用薬 5100129X1018 チョウトウコウ １０ｇ 局 チョウトウコウ 14.10
内用薬 5100129X1034 チョウトウコウ １０ｇ 局 トチモトのチョウトウコウ 栃本天海堂 14.40
内用薬 5100129X1042 チョウトウコウ １０ｇ 局 ツムラの生薬チョウトウコウ ツムラ 14.40
内用薬 5100129X1050 チョウトウコウ １０ｇ 局 花扇チョウトウコウＫ 小西製薬 14.40
内用薬 5100129X1069 チョウトウコウ １０ｇ 局 マツウラのチョウトウコウ（調剤用） 松浦薬業 14.40
内用薬 5100130X1010 チョレイ １０ｇ 局 チョレイ 52.10
内用薬 5100131X1015 チンピ １０ｇ 局 チンピ 10.20
内用薬 5100131X1023 チンピ １０ｇ 局 ウチダのチンピＭ ウチダ和漢薬 10.80
内用薬 5100131X1031 チンピ １０ｇ 局 花扇チンピＫ 小西製薬 10.60
内用薬 5100131X1058 チンピ １０ｇ 局 チンピダイコーＭ 大晃生薬 11.20
内用薬 5100131X1074 チンピ １０ｇ 局 ツムラの生薬チンピ ツムラ 11.20
内用薬 5100131X1090 チンピ １０ｇ 局 トチモトのチンピ 栃本天海堂 11.20
内用薬 5100131X1104 チンピ １０ｇ 局 高砂チンピＭ 高砂薬業 11.20
内用薬 5100132X1010 テンナンショウ １０ｇ テンナンショウ 22.40
内用薬 5100132X1036 テンナンショウ １０ｇ トチモトのテンナンショウ 栃本天海堂 24.10
内用薬 5100132X1044 テンナンショウ １０ｇ ツムラの生薬テンナンショウ ツムラ 24.10
内用薬 5100133A1011 テンマ １ｇ テンマ末 26.10
内用薬 5100133A1046 テンマ １ｇ 高砂テンマ末Ｍ 高砂薬業 28.70
内用薬 5100133A1054 テンマ １ｇ 花扇テンマ末Ｋ 小西製薬 30.40
内用薬 5100133X1014 テンマ １ｇ 局 テンマ 20.60
内用薬 5100133X1022 テンマ １ｇ 局 ウチダのテンマＭ ウチダ和漢薬 22.70
内用薬 5100133X1030 テンマ １ｇ 局 テンマ（天麻）Ｒ 本草製薬 21.40
内用薬 5100133X1065 テンマ １ｇ 局 マツウラの天麻（調剤用） 松浦薬業 22.70
内用薬 5100133X1073 テンマ １ｇ 局 花扇テンマ 小西製薬 22.40
内用薬 5100133X1081 テンマ １ｇ 局 ツムラの生薬テンマ ツムラ 22.40
内用薬 5100134X1019 テンモンドウ １０ｇ 局 テンモンドウ 23.60
内用薬 5100135X1013 トウガシ １０ｇ 局 トウガシ 14.40
内用薬 5100135X1021 トウガシ １０ｇ 局 ウチダのトウガシＭ ウチダ和漢薬 14.90
内用薬 5100136A1015 トウガラシ １０ｇ 局 トウガラシ末 15.10
内用薬 5100136X1018 トウガラシ １０ｇ 局 トウガラシ 12.10
内用薬 5100137A1010 トウキ １０ｇ 局 トウキ末 38.00
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内用薬 5100137X1012 トウキ １０ｇ 局 トウキ 29.30
内用薬 5100137X1020 トウキ １０ｇ 局 ウチダのトウキＭ ウチダ和漢薬 32.50
内用薬 5100137X1047 トウキ １０ｇ 局 花扇トウキＫ 小西製薬 32.50
内用薬 5100137X1063 トウキ １０ｇ 局 トウキダイコーＭ 大晃生薬 31.40
内用薬 5100137X1071 トウキ １０ｇ 局 小島当帰Ｍ 小島漢方 31.40
内用薬 5100137X1098 トウキ １０ｇ 局 ツムラの生薬トウキ ツムラ 32.50
内用薬 5100137X1101 トウキ １０ｇ 局 トチモトのトウキ 栃本天海堂 31.40
内用薬 5100138X1017 トウドクカツ １０ｇ トウドクカツ 11.50
内用薬 5100139X1011 トウニン １０ｇ 局 トウニン 24.50
内用薬 5100140A1011 トウヒ １０ｇ トウヒ末 19.30
内用薬 5100140X1014 トウヒ １０ｇ 局 トウヒ 19.30
内用薬 5100141X1019 ドクカツ １０ｇ 局 ドクカツ 12.30
内用薬 5100141X1027 ドクカツ １０ｇ 局 ウチダのドクカツＭ ウチダ和漢薬 12.70
内用薬 5100141X1051 ドクカツ １０ｇ 局 ツムラの生薬ドクカツ ツムラ 13.70
内用薬 5100142A1010 トコン １ｇ 局 トコン末 70.40
内用薬 5100142X1013 トコン １ｇ 局 トコン 70.90
内用薬 5100143X1018 ドベッコウ １０ｇ ドベッコウ 39.80
内用薬 5100144A1010 トラガント １０ｇ 局 トラガント末 90.80
内用薬 5100144X1012 トラガント １０ｇ 局 トラガント 63.80
内用薬 5100145X1017 ナンテンジツ １０ｇ ナンテンジツ 22.50
内用薬 5100146A1019 ニガキ １０ｇ 局 ニガキ末 10.60
内用薬 5100146X1011 ニガキ １０ｇ 局 ニガキ 9.60
内用薬 5100147X1016 ニクズク １０ｇ ニクズク 18.50
内用薬 5100148X1010 ニンジン １０ｇ 局 ニンジン 171.50
内用薬 5100149X1015 ニンドウ １０ｇ 局 ニンドウ 11.30
内用薬 5100149X1031 ニンドウ １０ｇ 局 トチモトのニンドウ 栃本天海堂 11.50
内用薬 5100150X1018 バイモ １０ｇ 局 バイモ 50.80
内用薬 5100151X1012 バクモンドウ １０ｇ 局 バクモンドウ 22.30
内用薬 5100152X1017 ハッカ １０ｇ 局 ハッカ 17.90
内用薬 5100153X1011 ハマボウフウ １０ｇ 局 ハマボウフウ 51.90
内用薬 5100154X1016 ハンゲ １０ｇ 局 ハンゲ 43.70
内用薬 5100155X1010 ヒシノミ １０ｇ ヒシノミ 22.10
内用薬 5100156X1015 ビャクゴウ １０ｇ 局 ビャクゴウ 23.20
内用薬 5100156X1031 ビャクゴウ １０ｇ 局 ツムラの生薬ビャクゴウ ツムラ 24.30
内用薬 5100156X1040 ビャクゴウ １０ｇ 局 トチモトのビャクゴウ 栃本天海堂 24.30
内用薬 5100157X1010 ビャクシ １０ｇ 局 ビャクシ 26.90
内用薬 5100157X1036 ビャクシ １０ｇ 局 花扇ビャクシＫ 小西製薬 27.80
内用薬 5100157X1052 ビャクシ １０ｇ 局 ビャクシダイコーＭ 大晃生薬 27.80
内用薬 5100157X1087 ビャクシ １０ｇ 局 ツムラの生薬ビャクシ ツムラ 27.80
内用薬 5100157X1095 ビャクシ １０ｇ 局 トチモトのビャクシ 栃本天海堂 27.80
内用薬 5100157X1109 ビャクシ １０ｇ 局 マツウラのビャクシ（医療用） 松浦薬業 27.80
内用薬 5100158A1011 ビャクジュツ １０ｇ 局 ビャクジュツ末 34.50
内用薬 5100158X1014 ビャクジュツ １０ｇ 局 ビャクジュツ 27.70
内用薬 5100158X1022 ビャクジュツ １０ｇ 局 ウチダのビャクジュツＭ ウチダ和漢薬 30.80
内用薬 5100158X1049 ビャクジュツ １０ｇ 局 花扇ビャクジュツＫ 小西製薬 30.80
内用薬 5100159X1019 ビワヨウ １０ｇ 局 ビワヨウ 17.30
内用薬 5100159X1035 ビワヨウ １０ｇ 局 トチモトのビワヨウ 栃本天海堂 18.20
内用薬 5100159X1043 ビワヨウ １０ｇ 局 ツムラの生薬ビワヨウ ツムラ 18.20
内用薬 5100160A1019 ビンロウジ １０ｇ ビンロウジ末 12.20
内用薬 5100160X1011 ビンロウジ １０ｇ 局 ビンロウジ 12.20
内用薬 5100161A1013 ブクリョウ １０ｇ 局 ブクリョウ末 27.60
内用薬 5100161X1016 ブクリョウ １０ｇ 局 ブクリョウ 20.40
内用薬 5100161X1024 ブクリョウ １０ｇ 局 ウチダのブクリョウＭ ウチダ和漢薬 22.70
内用薬 5100161X1040 ブクリョウ １０ｇ 局 花扇ブクリョウＫ 小西製薬 22.70
内用薬 5100161X1091 ブクリョウ １０ｇ 局 ツムラの生薬ブクリョウ ツムラ 22.70
内用薬 5100162X1010 ブシ １０ｇ 局 ブシ 159.10
内用薬 5100163X1015 ボウイ １０ｇ 局 ボウイ 16.40
内用薬 5100164X1010 ボウコン １０ｇ 局 ボウコン 14.00
内用薬 5100165X1014 ボウフウ １０ｇ 局 ボウフウ 20.60
内用薬 5100165X1049 ボウフウ １０ｇ 局 トチモトのボウフウ 栃本天海堂 22.70
内用薬 5100165X1057 ボウフウ １０ｇ 局 ボウフウダイコーＭ 大晃生薬 22.70
内用薬 5100165X1065 ボウフウ １０ｇ 局 ツムラの生薬ボウフウ ツムラ 22.70
内用薬 5100165X1073 ボウフウ １０ｇ 局 花扇ボウフウＫ 小西製薬 22.70
内用薬 5100165X1103 ボウフウ １０ｇ 局 高砂ボウフウＭ 高砂薬業 22.70
内用薬 5100166X1019 ホウブシ １０ｇ 局 ホウブシ 87.40
内用薬 5100166X1027 ホウブシ １０ｇ 局 ウチダの炮附子 ウチダ和漢薬 96.10
内用薬 5100167X1013 ボクソク １０ｇ ボクソク 10.50
内用薬 5100168A1015 ボタンピ １０ｇ 局 ボタンピ末 22.50
内用薬 5100168X1018 ボタンピ １０ｇ 局 ボタンピ 18.20
内用薬 5100169A1010 ボレイ １０ｇ 局 ボレイ末 9.70
内用薬 5100169X1012 ボレイ １０ｇ 局 ボレイ 8.90
内用薬 5100170X1015 マオウ １０ｇ 局 マオウ 12.00
内用薬 5100171X1010 マシニン １０ｇ 局 マシニン 10.50
内用薬 5100171X1036 マシニン １０ｇ 局 トチモトのマシニン 栃本天海堂 11.00
内用薬 5100171X1044 マシニン １０ｇ 局 ツムラの生薬マシニン ツムラ 11.00
内用薬 5100172X1014 マンケイシ １０ｇ マンケイシ 17.40
内用薬 5100172X1030 マンケイシ １０ｇ トチモトのマンケイシ 栃本天海堂 18.30
内用薬 5100173X1019 モクツウ １０ｇ 局 モクツウ 13.50
内用薬 5100174X1013 モッカ １０ｇ モッカ 10.50
内用薬 5100175X1018 モッコウ １０ｇ 局 モッコウ 17.50
内用薬 5100176A1010 モッコウ １０ｇ モッコウ末 20.40
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内用薬 5100177X1017 ヤクチ １０ｇ 局 ヤクチ 23.20
内用薬 5100177X1025 ヤクチ １０ｇ 局 ウチダのヤクチＭ ウチダ和漢薬 25.10
内用薬 5100177X1068 ヤクチ １０ｇ 局 高砂ヤクチＭ 高砂薬業 25.10
内用薬 5100177X1076 ヤクチ １０ｇ 局 トチモトのヤクチ 栃本天海堂 25.10
内用薬 5100178X1011 ヤクモソウ １０ｇ 局 ヤクモソウ 19.10
内用薬 5100179A1013 ヨウバイヒ １０ｇ ヨウバイヒ末 16.50
内用薬 5100179X1016 ヨウバイヒ １０ｇ ヨウバイヒ 13.90
内用薬 5100180A1016 ヨクイニン １０ｇ 局 ヨクイニン末 12.00
内用薬 5100180X1019 ヨクイニン １０ｇ 局 ヨクイニン 8.60
内用薬 5100181X1013 リュウガンニク １０ｇ リュウガンニク 31.50
内用薬 5100181X1030 リュウガンニク １０ｇ トチモトのリュウガンニク 栃本天海堂 34.00
内用薬 5100181X1048 リュウガンニク １０ｇ 局 花扇リュウガンニクＫ 小西製薬 34.00
内用薬 5100181X1056 リュウガンニク １０ｇ ツムラの生薬リュウガンニク ツムラ 34.00
内用薬 5100182X1018 リュウコツ １０ｇ 局 リュウコツ 20.10
内用薬 5100182X1034 リュウコツ １０ｇ 局 花扇リュウコツＫ 小西製薬 21.60
内用薬 5100183A1010 リュウタン １０ｇ 局 リュウタン末 37.70
内用薬 5100183X1012 リュウタン １０ｇ 局 リュウタン 32.30
内用薬 5100184X1017 リョウキョウ １０ｇ 局 リョウキョウ 12.50
内用薬 5100185X1011 レンギョウ １０ｇ 局 レンギョウ 16.10
内用薬 5100185X1020 レンギョウ １０ｇ 局 ウチダのレンギョウＭ ウチダ和漢薬 16.30
内用薬 5100185X1038 レンギョウ １０ｇ 局 花扇レンギョウＫ 小西製薬 16.30
内用薬 5100185X1054 レンギョウ １０ｇ 局 レンギョウダイコーＭ 大晃生薬 16.30
内用薬 5100185X1062 レンギョウ １０ｇ 局 小島連翹Ｍ 小島漢方 16.30
内用薬 5100185X1070 レンギョウ １０ｇ 局 高砂レンギョウＭ 高砂薬業 17.40
内用薬 5100185X1097 レンギョウ １０ｇ 局 トチモトのレンギョウ 栃本天海堂 17.40
内用薬 5100186X1016 レンニク １０ｇ 局 レンニク 19.80
内用薬 5100187X1010 ロートコン １０ｇ 局 ロートコン 17.40
内用薬 5100188X1015 ワキョウカツ １０ｇ ワキョウカツ 16.70
内用薬 5100189X1010 ワコウホン １０ｇ ワコウホン 34.70
内用薬 5100190X1012 トチュウ １０ｇ 局 トチュウ 29.60
内用薬 5100190X1020 トチュウ １０ｇ 局 トチモトのトチュウ 栃本天海堂 32.80
内用薬 5100190X1047 トチュウ １０ｇ 局 トチュウダイコーＭ（調剤用） 大晃生薬 32.80
内用薬 5100191X1017 バクガ １０ｇ バクガ 9.30
内用薬 5100192X1011 チャヨウ １０ｇ チャヨウ 15.60
内用薬 5100193X1016 ゴマ １０ｇ ゴマ 18.50
内用薬 5100194X1010 アメ １０ｇ アメ 22.80
内用薬 5200001C1036 安中散エキス １ｇ コタロー安中散エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.90
内用薬 5200001C1044 安中散エキス １ｇ 〔東洋〕安中散料エキス細粒 東洋薬行 8.30
内用薬 5200001C1052 安中散エキス １ｇ クラシエ安中散料エキス細粒 クラシエ製薬 9.00
内用薬 5200001D1023 安中散エキス １ｇ 安中散料エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 6.20
内用薬 5200001D1031 安中散エキス １ｇ オースギ安中散料エキスＧ 大杉製薬 15.00
内用薬 5200001D1040 安中散エキス １ｇ ＪＰＳ安中散料エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
6.20

内用薬 5200001D1066 安中散エキス １ｇ ツムラ安中散エキス顆粒（医療用） ツムラ 8.00
内用薬 5200001D1074 安中散エキス １ｇ テイコク安中散エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.30
内用薬 5200001D1090 安中散エキス １ｇ 本草安中散料エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.30
内用薬 5200001F1024 安中散エキス １錠 オースギ安中散料エキスＴ錠 常盤薬品工業 5.70
内用薬 5200001M1023 安中散エキス １カプセル コタロー安中散エキスカプセル 小太郎漢方製薬 8.30
内用薬 5200002D1028 胃苓湯エキス １ｇ ＫＴＳ胃苓湯エキス顆粒 建林松鶴堂 8.90
内用薬 5200002D1036 胃苓湯エキス １ｇ ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 18.20
内用薬 5200003C1035 茵ちん蒿湯エキス １ｇ コタロー茵ちん蒿湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.40
内用薬 5200003C1043 茵ちん蒿湯エキス １ｇ クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.30
内用薬 5200003D1022 茵ちん蒿湯エキス １ｇ オースギ茵ちん蒿湯エキスＧ 大杉製薬 17.50
内用薬 5200003D1049 茵ちん蒿湯エキス １ｇ ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.10

内用薬 5200003D1057 茵ちん蒿湯エキス １ｇ テイコク茵ちん蒿湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.00
内用薬 5200003M1022 茵ちん蒿湯エキス １カプセル コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル 小太郎漢方製薬 9.10
内用薬 5200004D1027 茵ちん五苓散エキス １ｇ ＫＴＳ茵ちん五苓散料エキス顆粒 建林松鶴堂 19.90
内用薬 5200004D1035 茵ちん五苓散エキス １ｇ ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 28.80

内用薬 5200005C1026 温経湯エキス １ｇ コタロー温経湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 11.30
内用薬 5200005D1021 温経湯エキス １ｇ ＫＴＳ温経湯エキス顆粒 建林松鶴堂 10.80
内用薬 5200005D1030 温経湯エキス １ｇ ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 24.90
内用薬 5200006C1039 温清飲エキス １ｇ コタロー温清飲エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.80
内用薬 5200006C1047 温清飲エキス １ｇ ジュンコウ温清飲ＦＣエキス細粒医療

用
康和薬通 16.70

内用薬 5200006C1055 温清飲エキス １ｇ 〔東洋〕温清飲エキス細粒 東洋薬行 14.80
内用薬 5200006C1063 温清飲エキス １ｇ クラシエ温清飲エキス細粒 大峰堂薬品工業 15.50
内用薬 5200006D1026 温清飲エキス １ｇ オースギ温清飲エキスＧ 大杉製薬 12.80
内用薬 5200006D1042 温清飲エキス １ｇ ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） ツムラ 17.30
内用薬 5200006D1050 温清飲エキス １ｇ テイコク温清飲エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.50
内用薬 5200006D1069 温清飲エキス １ｇ 本草温清飲エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 7.50
内用薬 5200007C1025 越婢加朮湯エキス １ｇ コタロー越婢加朮湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.80
内用薬 5200007D1020 越婢加朮湯エキス １ｇ ＫＴＳ越婢加朮湯エキス顆粒 建林松鶴堂 6.50
内用薬 5200007D1039 越婢加朮湯エキス １ｇ ＪＰＳ越婢加朮湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

7.80

内用薬 5200007D1047 越婢加朮湯エキス １ｇ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 12.00
内用薬 5200008C1020 黄耆建中湯エキス １ｇ 〔東洋〕黄耆建中湯エキス細粒 東洋薬行 14.20
内用薬 5200008D1025 黄耆建中湯エキス １ｇ ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 5.30

内用薬 5200009C1024 黄ごん湯エキス １ｇ 三和黄ごん湯エキス細粒 三和生薬 6.50
内用薬 5200010C1027 黄連湯エキス １ｇ コタロー黄連湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 29.60
内用薬 5200010C1035 黄連湯エキス １ｇ 〔東洋〕黄連湯エキス細粒 東洋薬行 37.70
内用薬 5200010D1022 黄連湯エキス １ｇ 太虎堂の黄連湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 48.90
内用薬 5200010D1030 黄連湯エキス １ｇ ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 35.80
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内用薬 5200011C1030 黄連解毒湯エキス １ｇ コタロー黄連解毒湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 15.40
内用薬 5200011C1048 黄連解毒湯エキス １ｇ 三和黄連解毒湯エキス細粒 三和生薬 20.80
内用薬 5200011C1056 黄連解毒湯エキス １ｇ ジュンコウ黄連解毒湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 23.40

内用薬 5200011C1064 黄連解毒湯エキス １ｇ 〔東洋〕黄連解毒湯エキス細粒 東洋薬行 20.10
内用薬 5200011C1072 黄連解毒湯エキス １ｇ クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 クラシエ製薬 15.70
内用薬 5200011D1027 黄連解毒湯エキス １ｇ 黄連解毒湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 9.90
内用薬 5200011D1035 黄連解毒湯エキス １ｇ オースギ黄連解毒湯エキスＧ 大杉製薬 16.50
内用薬 5200011D1043 黄連解毒湯エキス １ｇ サカモト黄連解毒湯エキス顆粒－Ｓ 阪本漢法製薬 7.00
内用薬 5200011D1051 黄連解毒湯エキス １ｇ ＪＰＳ黄連解毒湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

11.70

内用薬 5200011D1060 黄連解毒湯エキス １ｇ 太虎堂の黄連解毒湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 16.50
内用薬 5200011D1078 黄連解毒湯エキス １ｇ ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 15.90

内用薬 5200011D1086 黄連解毒湯エキス １ｇ テイコク黄連解毒湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.70
内用薬 5200011D1108 黄連解毒湯エキス １ｇ 本草黄連解毒湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 7.90
内用薬 5200011F1028 黄連解毒湯エキス １錠 オースギ黄連解毒湯エキスＴ錠 常盤薬品工業 6.20
内用薬 5200011F1052 黄連解毒湯エキス １錠 クラシエ黄連解毒湯エキス錠 大峰堂薬品工業 5.80
内用薬 5200011M1027 黄連解毒湯エキス １カプセル コタロー黄連解毒湯エキスカプセル 小太郎漢方製薬 16.20
内用薬 5200012C1034 乙字湯エキス １ｇ コタロー乙字湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 11.80
内用薬 5200012C1042 乙字湯エキス １ｇ 三和乙字湯エキス細粒 三和生薬 10.60
内用薬 5200012C1050 乙字湯エキス １ｇ ジュンコウ乙字湯ＦＣエキス細粒医療

用
康和薬通 19.30

内用薬 5200012C1069 乙字湯エキス １ｇ クラシエ乙字湯エキス細粒 クラシエ製薬 20.00
内用薬 5200012D1021 乙字湯エキス １ｇ オースギ乙字湯エキスＧ 大杉製薬 13.60
内用薬 5200012D1048 乙字湯エキス １ｇ 乙字湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 7.30
内用薬 5200012D1064 乙字湯エキス １ｇ ＪＰＳ乙字湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
13.00

内用薬 5200012D1072 乙字湯エキス １ｇ 太虎堂の乙字湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 9.20
内用薬 5200012D1080 乙字湯エキス １ｇ ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 17.10
内用薬 5200012D1099 乙字湯エキス １ｇ テイコク乙字湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 7.60
内用薬 5200012D1110 乙字湯エキス １ｇ 本草乙字湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 7.30
内用薬 5200013C1039 葛根湯エキス １ｇ コタロー葛根湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.00
内用薬 5200013C1047 葛根湯エキス １ｇ 三和葛根湯エキス細粒 三和生薬 7.00
内用薬 5200013C1055 葛根湯エキス １ｇ ジュンコウ葛根湯ＦＣエキス細粒医療

用
康和薬通 10.50

内用薬 5200013C1063 葛根湯エキス １ｇ 〔東洋〕葛根湯エキス細粒 東洋薬行 8.80
内用薬 5200013C1080 葛根湯エキス １ｇ クラシエ葛根湯エキス細粒 クラシエ製薬 7.70
内用薬 5200013D1026 葛根湯エキス １ｇ オースギ葛根湯エキスＧ 大杉製薬 6.60
内用薬 5200013D1034 葛根湯エキス １ｇ 葛根湯エキスＡ顆粒 阪本漢法製薬 4.80
内用薬 5200013D1077 葛根湯エキス １ｇ 葛根湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 6.80
内用薬 5200013D1093 葛根湯エキス １ｇ ＪＰＳ葛根湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
6.60

内用薬 5200013D1115 葛根湯エキス １ｇ 太虎堂の葛根湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.80
内用薬 5200013D1123 葛根湯エキス １ｇ ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.30
内用薬 5200013D1131 葛根湯エキス １ｇ テイコク葛根湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.80
内用薬 5200013D1174 葛根湯エキス １ｇ 本草葛根湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.80
内用薬 5200013D1182 葛根湯エキス １ｇ マツウラ葛根湯エキス顆粒 松浦薬業 8.00
内用薬 5200013F1027 葛根湯エキス １錠 オースギ葛根湯エキスＴ錠 常盤薬品工業 3.90
内用薬 5200013F1051 葛根湯エキス １錠 クラシエ葛根湯エキス錠Ｔ 大峰堂薬品工業 3.70
内用薬 5200014C1025 葛根加朮附湯エキス １ｇ 三和葛根加朮附湯エキス細粒 三和生薬 9.70
内用薬 5200015C1038 葛根湯加川きゅう辛夷エ

キス
１ｇ コタロー葛根湯加辛夷川きゅうエキス

細粒
小太郎漢方製薬 7.10

内用薬 5200015C1046 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ 〔東洋〕葛根湯加川きゅう辛夷エキス
細粒

東洋薬行 10.70

内用薬 5200015C1054 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス
細粒

クラシエ製薬 9.90

内用薬 5200015D1025 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ オースギ葛根湯加川きゅう辛夷エキス
Ｇ

大杉製薬 8.20

内用薬 5200015D1050 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ 葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 9.10

内用薬 5200015D1068 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ サカモト葛根湯加川きゅう辛夷エキス
顆粒

阪本漢法製薬 6.40

内用薬 5200015D1076 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ ＪＰＳ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆
粒〔調剤用〕

ジェーピーエス製
薬

8.20

内用薬 5200015D1084 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆
粒（医療用）

ツムラ 11.40

内用薬 5200015D1092 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ テイコク葛根湯加川きゅう辛夷エキス
顆粒

帝國漢方製薬 5.60

内用薬 5200015D1106 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ 本草葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒
－Ｍ

本草製薬 6.20

内用薬 5200015F1034 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１錠 クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス
錠

大峰堂薬品工業 4.90

内用薬 5200016C1032 加味帰脾湯エキス １ｇ 〔東洋〕加味帰脾湯エキス細粒 東洋薬行 21.00
内用薬 5200016C1040 加味帰脾湯エキス １ｇ クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 クラシエ製薬 27.90
内用薬 5200016D1020 加味帰脾湯エキス １ｇ オースギ加味帰脾湯エキスＧ 大杉製薬 13.00
内用薬 5200016D1038 加味帰脾湯エキス １ｇ ＫＴＳ加味帰脾湯エキス顆粒 建林松鶴堂 10.00
内用薬 5200016D1046 加味帰脾湯エキス １ｇ 太虎堂の加味帰脾湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 16.20
内用薬 5200016D1054 加味帰脾湯エキス １ｇ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 29.80

内用薬 5200016F1039 加味帰脾湯エキス １錠 クラシエ加味帰脾湯エキス錠 大峰堂薬品工業 7.20
内用薬 5200017B1023 加味逍遙散エキス １ｇ 太虎堂の加味逍遙散エキス散 太虎精堂製薬 13.10
内用薬 5200017C1037 加味逍遙散エキス １ｇ コタロー加味逍遙散エキス細粒 小太郎漢方製薬 13.50
内用薬 5200017C1045 加味逍遙散エキス １ｇ ジュンコウ加味逍遙散ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 23.80

内用薬 5200017C1053 加味逍遙散エキス １ｇ 〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒 東洋薬行 15.00
内用薬 5200017C1061 加味逍遙散エキス １ｇ クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 クラシエ製薬 21.10
内用薬 5200017D1024 加味逍遙散エキス １ｇ オースギ加味逍遙散エキスＧ 大杉製薬 13.00
内用薬 5200017D1059 加味逍遙散エキス １ｇ サカモト加味逍遙散エキス顆粒 阪本漢法製薬 8.60
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内用薬 5200017D1067 加味逍遙散エキス １ｇ ＪＰＳ加味逍遙散料エキス顆粒〔調剤
用〕

ジェーピーエス製
薬

14.80

内用薬 5200017D1075 加味逍遙散エキス １ｇ 太虎堂の加味逍遙散エキス顆粒 太虎精堂製薬 13.50
内用薬 5200017D1083 加味逍遙散エキス １ｇ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 18.30

内用薬 5200017D1091 加味逍遙散エキス １ｇ テイコク加味逍遙散エキス顆粒 帝國漢方製薬 8.70
内用薬 5200017D1105 加味逍遙散エキス １ｇ 本草加味逍遙散エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 8.60
内用薬 5200017D1113 加味逍遙散エキス １ｇ マツウラ加味逍遙散エキス顆粒 松浦薬業 10.60
内用薬 5200017D1121 加味逍遙散エキス １ｇ 加味逍遙散料エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 10.20
内用薬 5200018C1031 甘草湯エキス １ｇ クラシエ甘草湯エキス細粒 クラシエ製薬 5.90
内用薬 5200019C1028 甘麦大棗湯エキス １ｇ コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.90
内用薬 5200019D1023 甘麦大棗湯エキス １ｇ オースギ甘麦大棗湯エキスＴＧ 常盤薬品工業 6.30
内用薬 5200019D1031 甘麦大棗湯エキス １ｇ ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 8.20

内用薬 5200020D1026 桔梗湯エキス １ｇ ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 5.70
内用薬 5200021C1025 桔梗石膏エキス １ｇ コタロー桔梗石膏エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.70
内用薬 5200022C1020 帰脾湯エキス １ｇ ジュンコウ帰脾湯ＦＣエキス細粒医療

用
康和薬通 22.90

内用薬 5200022D1025 帰脾湯エキス １ｇ ＫＴＳ帰脾湯エキス顆粒 建林松鶴堂 11.10
内用薬 5200022D1033 帰脾湯エキス １ｇ ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 22.40
内用薬 5200023C1024 きゅう帰膠艾湯エキス １ｇ コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.00
内用薬 5200023C1032 きゅう帰膠艾湯エキス １ｇ ジュンコウきゅう帰膠艾湯ＦＣエキス

細粒医療用
康和薬通 9.50

内用薬 5200023D1020 きゅう帰膠艾湯エキス １ｇ ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医
療用）

ツムラ 9.10

内用薬 5200024D1024 きゅう帰調血飲エキス １ｇ 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 太虎精堂製薬 12.00
内用薬 5200025D1029 牛車腎気丸エキス １ｇ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 12.30

内用薬 5200026C1028 九味檳榔湯エキス １ｇ コタロー九味檳榔湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 15.70
内用薬 5200027D1028 荊芥連翹湯エキス １ｇ オースギ荊芥連翹湯エキスＧ 大杉製薬 9.70
内用薬 5200027D1036 荊芥連翹湯エキス １ｇ ＫＴＳ荊芥連翹湯エキス顆粒 建林松鶴堂 8.20
内用薬 5200027D1044 荊芥連翹湯エキス １ｇ 太虎堂の荊芥連翹湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 15.90
内用薬 5200027D1052 荊芥連翹湯エキス １ｇ ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 21.40

内用薬 5200027D1060 荊芥連翹湯エキス １ｇ テイコク荊芥連翹湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 8.60
内用薬 5200028C1027 桂枝湯エキス １ｇ コタロー桂枝湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.90
内用薬 5200028D1022 桂枝湯エキス １ｇ オースギ桂枝湯エキスＧ 大杉製薬 6.20
内用薬 5200028D1030 桂枝湯エキス １ｇ ＪＰＳ桂枝湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
6.20

内用薬 5200028D1049 桂枝湯エキス １ｇ ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 7.30
内用薬 5200028D1057 桂枝湯エキス １ｇ テイコク桂枝湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.30
内用薬 5200028D1065 桂枝湯エキス １ｇ 本草桂枝湯エキス顆粒－Ｓ 本草製薬 5.30
内用薬 5200028D1073 桂枝湯エキス １ｇ マツウラ桂枝湯エキス顆粒 松浦薬業 9.80
内用薬 5200029C1021 桂枝加黄耆湯エキス １ｇ 〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 東洋薬行 11.50
内用薬 5200030C1024 桂枝加葛根湯エキス １ｇ 〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒 東洋薬行 10.90
内用薬 5200031C1029 桂枝加厚朴杏仁湯エキス １ｇ 〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒 東洋薬行 9.70
内用薬 5200032C1031 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ コタロー桂枝加芍薬湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.00
内用薬 5200032C1040 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ ジュンコウ桂枝加芍薬湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 9.40

内用薬 5200032C1058 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ 〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス細粒 東洋薬行 8.80
内用薬 5200032C1066 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.70
内用薬 5200032D1029 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ オースギ桂枝加芍薬湯エキスＧ 大杉製薬 6.20
内用薬 5200032D1045 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 8.60

内用薬 5200032D1053 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200032D1061 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ 本草桂枝加芍薬湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 4.90
内用薬 5200032F1046 桂枝加芍薬湯エキス １錠 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 大峰堂薬品工業 3.30
内用薬 5200033D1023 桂枝加芍薬大黄湯エキス １ｇ ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 9.60

内用薬 5200034C1022 桂枝加朮附湯エキス １ｇ コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.90
内用薬 5200034C1030 桂枝加朮附湯エキス １ｇ 三和桂枝加朮附湯エキス細粒 三和生薬 6.90
内用薬 5200034D1028 桂枝加朮附湯エキス １ｇ サカモト桂枝加朮附湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 5.90
内用薬 5200034D1036 桂枝加朮附湯エキス １ｇ ＪＰＳ桂枝加朮附湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

7.50

内用薬 5200034D1044 桂枝加朮附湯エキス １ｇ ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 11.10

内用薬 5200034D1052 桂枝加朮附湯エキス １ｇ テイコク桂枝加朮附湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200034D1087 桂枝加朮附湯エキス １ｇ マツウラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 松浦薬業 9.30
内用薬 5200035C1035 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.50
内用薬 5200035C1043 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.00
内用薬 5200035D1022 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ オースギ桂枝加竜骨牡蛎湯エキスＧ 大杉製薬 6.70
内用薬 5200035D1030 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 9.40

内用薬 5200035D1049 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ テイコク桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.80
内用薬 5200036C1030 桂枝加苓朮附湯エキス １ｇ クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 クラシエ製薬 7.00
内用薬 5200036D1027 桂枝加苓朮附湯エキス １ｇ オースギ桂枝加苓朮附湯エキスＧ 大杉製薬 6.10
内用薬 5200036F1036 桂枝加苓朮附湯エキス １錠 クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠 大峰堂薬品工業 3.00
内用薬 5200037C1034 桂枝人参湯エキス １ｇ クラシエ桂枝人参湯エキス細粒 クラシエ製薬 14.80
内用薬 5200037D1021 桂枝人参湯エキス １ｇ ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 14.60

内用薬 5200038C1039 桂枝茯苓丸エキス １ｇ コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.80
内用薬 5200038C1047 桂枝茯苓丸エキス １ｇ 三和桂枝茯苓丸料エキス細粒 三和生薬 12.50
内用薬 5200038C1055 桂枝茯苓丸エキス １ｇ ジュンコウ桂枝茯苓丸料ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 16.60

内用薬 5200038C1063 桂枝茯苓丸エキス １ｇ 〔東洋〕桂枝茯苓丸料エキス細粒 東洋薬行 8.90
内用薬 5200038C1080 桂枝茯苓丸エキス １ｇ クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 クラシエ製薬 10.90
内用薬 5200038D1026 桂枝茯苓丸エキス １ｇ オースギ桂枝茯苓丸料エキスＧ 大杉製薬 12.10
内用薬 5200038D1034 桂枝茯苓丸エキス １ｇ 桂枝茯苓丸エキスＡ顆粒 東亜薬品 7.10
内用薬 5200038D1069 桂枝茯苓丸エキス １ｇ サカモト桂枝茯苓丸料エキス顆粒 阪本漢法製薬 6.20
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内用薬 5200038D1077 桂枝茯苓丸エキス １ｇ ＪＰＳ桂枝茯苓丸料エキス顆粒〔調剤
用〕

ジェーピーエス製
薬

7.60

内用薬 5200038D1085 桂枝茯苓丸エキス １ｇ 太虎堂の桂枝茯苓丸料エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.80
内用薬 5200038D1093 桂枝茯苓丸エキス １ｇ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.60

内用薬 5200038D1107 桂枝茯苓丸エキス １ｇ テイコク桂枝茯苓丸料エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200038D1123 桂枝茯苓丸エキス １ｇ 本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.40
内用薬 5200038D1131 桂枝茯苓丸エキス １ｇ マツウラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒 松浦薬業 7.80
内用薬 5200038F1051 桂枝茯苓丸エキス １錠 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 大峰堂薬品工業 4.30
内用薬 5200039D1020 桂枝茯苓丸加よく苡仁エ

キス
１ｇ ＫＴＳ桂枝茯苓丸料加よく苡仁エキス

顆粒
建林松鶴堂 6.20

内用薬 5200039D1039 桂枝茯苓丸加よく苡仁エ
キス

１ｇ ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆
粒（医療用）

ツムラ 11.10

内用薬 5200040C1028 桂芍知母湯エキス １ｇ 三和桂芍知母湯エキス細粒 三和生薬 9.90
内用薬 5200041C1022 啓脾湯エキス １ｇ 〔東洋〕啓脾湯エキス細粒 東洋薬行 22.40
内用薬 5200041D1028 啓脾湯エキス １ｇ ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 22.90
内用薬 5200042C1027 桂麻各半湯エキス １ｇ 〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒 東洋薬行 11.30
内用薬 5200043C1021 香蘇散エキス １ｇ コタロー香蘇散エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.90
内用薬 5200043D1027 香蘇散エキス １ｇ ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） ツムラ 7.90
内用薬 5200043D1035 香蘇散エキス １ｇ テイコク香蘇散エキス顆粒 帝國漢方製薬 4.70
内用薬 5200044C1034 五虎湯エキス １ｇ クラシエ五虎湯エキス細粒 クラシエ製薬 6.60
内用薬 5200044D1021 五虎湯エキス １ｇ ＫＴＳ五虎湯エキス顆粒 建林松鶴堂 6.20
内用薬 5200044D1030 五虎湯エキス １ｇ ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 7.30
内用薬 5200044F1022 五虎湯エキス １錠 オースギ五虎湯エキス錠 大杉製薬 4.70
内用薬 5200045C1020 五積散エキス １ｇ コタロー五積散エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.20
内用薬 5200045D1026 五積散エキス １ｇ ＫＴＳ五積散エキス顆粒 建林松鶴堂 5.30
内用薬 5200045D1034 五積散エキス １ｇ ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.90
内用薬 5200045D1042 五積散エキス １ｇ テイコク五積散エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.30
内用薬 5200046C1025 呉茱萸湯エキス １ｇ コタロー呉茱萸湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 9.80
内用薬 5200046C1033 呉茱萸湯エキス １ｇ ジュンコウ呉茱萸湯ＦＣエキス細粒医

療用
康和薬通 13.20

内用薬 5200046D1020 呉茱萸湯エキス １ｇ 太虎堂の呉茱萸湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 10.10
内用薬 5200046D1039 呉茱萸湯エキス １ｇ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 11.70
内用薬 5200047C1020 五淋散エキス １ｇ 〔東洋〕五淋散エキス細粒 東洋薬行 13.80
内用薬 5200047D1025 五淋散エキス １ｇ ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用） ツムラ 12.30
内用薬 5200048A1023 五苓散 １ｇ 本草五苓散顆粒－Ｒ 本草製薬 2.40
内用薬 5200048C1032 五苓散エキス １ｇ コタロー五苓散料エキス細粒 小太郎漢方製薬 13.10
内用薬 5200048C1040 五苓散エキス １ｇ 三和五苓散料エキス細粒 三和生薬 11.10
内用薬 5200048C1059 五苓散エキス １ｇ ジュンコウ五苓散料ＦＣエキス細粒医

療用
康和薬通 23.00

内用薬 5200048C1067 五苓散エキス １ｇ 〔東洋〕五苓散料エキス細粒 東洋薬行 13.40
内用薬 5200048C1075 五苓散エキス １ｇ クラシエ五苓散料エキス細粒 クラシエ製薬 15.20
内用薬 5200048D1020 五苓散エキス １ｇ ＫＴＳ五苓散料エキス顆粒 建林松鶴堂 9.40
内用薬 5200048D1046 五苓散エキス １ｇ ＪＰＳ五苓散料エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
12.10

内用薬 5200048D1062 五苓散エキス １ｇ 太虎堂の五苓散料エキス顆粒 太虎精堂製薬 12.90
内用薬 5200048D1070 五苓散エキス １ｇ ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） ツムラ 15.70
内用薬 5200048D1089 五苓散エキス １ｇ テイコク五苓散エキス顆粒 帝國漢方製薬 8.00
内用薬 5200048D1119 五苓散エキス １ｇ マツウラ五苓散料エキス顆粒 松浦薬業 13.30
内用薬 5200048F1063 五苓散エキス １錠 クラシエ五苓散料エキス錠 大峰堂薬品工業 5.60
内用薬 5200049C1029 柴陥湯エキス １ｇ コタロー柴陥湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 32.10
内用薬 5200049D1024 柴陥湯エキス １ｇ 太虎堂の柴陥湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 35.70
内用薬 5200049D1032 柴陥湯エキス １ｇ ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 35.70
内用薬 5200050C1030 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 18.00
内用薬 5200050C1048 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯ＦＣエキ

ス細粒医療用
康和薬通 26.00

内用薬 5200050C1056 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 クラシエ製薬 25.20
内用薬 5200050D1027 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスＧ 大杉製薬 17.20
内用薬 5200050D1051 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ サカモト柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 12.80
内用薬 5200050D1060 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ ＪＰＳ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

〔調剤用〕
ジェーピーエス製
薬

17.20

内用薬 5200050D1086 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ 太虎堂の柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 18.20
内用薬 5200050D1094 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 23.30

内用薬 5200050D1108 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 11.00
内用薬 5200050D1116 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ 本草柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 10.10
内用薬 5200050D1124 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ マツウラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 松浦薬業 16.80
内用薬 5200050F1044 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １錠 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 大峰堂薬品工業 8.40
内用薬 5200051C1034 柴胡桂枝湯エキス １ｇ コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 23.40
内用薬 5200051C1042 柴胡桂枝湯エキス １ｇ 三和柴胡桂枝湯エキス細粒 三和生薬 18.20
内用薬 5200051C1050 柴胡桂枝湯エキス １ｇ ジュンコウ柴胡桂枝湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 33.80

内用薬 5200051C1069 柴胡桂枝湯エキス １ｇ クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 クラシエ製薬 24.50
内用薬 5200051D1021 柴胡桂枝湯エキス １ｇ オースギ柴胡桂枝湯エキスＧ 大杉製薬 18.00
内用薬 5200051D1048 柴胡桂枝湯エキス １ｇ 柴胡桂枝湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 11.10
内用薬 5200051D1056 柴胡桂枝湯エキス １ｇ サカモト柴胡桂枝湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 13.60
内用薬 5200051D1064 柴胡桂枝湯エキス １ｇ ＪＰＳ柴胡桂枝湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

20.30

内用薬 5200051D1072 柴胡桂枝湯エキス １ｇ 太虎堂の柴胡桂枝湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 12.90
内用薬 5200051D1080 柴胡桂枝湯エキス １ｇ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 27.10

内用薬 5200051D1099 柴胡桂枝湯エキス １ｇ テイコク柴胡桂枝湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 11.10
内用薬 5200051D1110 柴胡桂枝湯エキス １ｇ マツウラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 松浦薬業 18.00
内用薬 5200051F1049 柴胡桂枝湯エキス １錠 クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 大峰堂薬品工業 9.00
内用薬 5200052C1020 柴胡桂枝乾姜湯エキス １ｇ コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 19.60
内用薬 5200052D1026 柴胡桂枝乾姜湯エキス １ｇ 太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 11.60
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内用薬 5200052D1034 柴胡桂枝乾姜湯エキス １ｇ ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医
療用）

ツムラ 21.20

内用薬 5200052D1042 柴胡桂枝乾姜湯エキス １ｇ テイコク柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 10.10
内用薬 5200052D1069 柴胡桂枝乾姜湯エキス １ｇ 本草柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 9.50
内用薬 5200053C1025 柴胡清肝湯エキス １ｇ コタロー柴胡清肝湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 13.60
内用薬 5200053D1020 柴胡清肝湯エキス １ｇ ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 23.70

内用薬 5200053D1039 柴胡清肝湯エキス １ｇ テイコク柴胡清肝湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 12.50
内用薬 5200054C1038 柴朴湯エキス １ｇ クラシエ柴朴湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 34.00
内用薬 5200054D1025 柴朴湯エキス １ｇ ＫＴＳ柴朴湯エキス顆粒 建林松鶴堂 17.30
内用薬 5200054D1033 柴朴湯エキス １ｇ ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 38.50
内用薬 5200055C1032 柴苓湯エキス １ｇ クラシエ柴苓湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 53.60
内用薬 5200055D1020 柴苓湯エキス １ｇ ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 51.30
内用薬 5200056D1024 酸棗仁湯エキス １ｇ オースギ酸棗仁湯エキスＧ 大杉製薬 10.00
内用薬 5200056D1032 酸棗仁湯エキス １ｇ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 12.10
内用薬 5200056D1040 酸棗仁湯エキス １ｇ マツウラ酸棗仁湯エキス顆粒 松浦薬業 10.90
内用薬 5200057C1031 三黄瀉心湯エキス １ｇ コタロー三黄瀉心湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 14.00
内用薬 5200057C1058 三黄瀉心湯エキス １ｇ クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 クラシエ製薬 15.70
内用薬 5200057D1029 三黄瀉心湯エキス １ｇ オースギ三黄瀉心湯エキスＧ 大杉製薬 26.70
内用薬 5200057D1045 三黄瀉心湯エキス １ｇ サカモト三黄瀉心湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 9.90
内用薬 5200057D1053 三黄瀉心湯エキス １ｇ ＪＰＳ三黄瀉心湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

26.10

内用薬 5200057D1061 三黄瀉心湯エキス １ｇ 太虎堂の三黄瀉心湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 15.90
内用薬 5200057D1070 三黄瀉心湯エキス １ｇ ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 14.50

内用薬 5200057D1088 三黄瀉心湯エキス １ｇ テイコク三黄瀉心湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 7.00
内用薬 5200057D1096 三黄瀉心湯エキス １ｇ 本草三黄瀉心湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.80
内用薬 5200057D1100 三黄瀉心湯エキス １ｇ マツウラ三黄瀉心湯エキス顆粒 松浦薬業 18.20
内用薬 5200057M1029 三黄瀉心湯エキス １カプセル コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル 小太郎漢方製薬 29.00
内用薬 5200058D1023 三物黄ごん湯エキス １ｇ ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 8.20

内用薬 5200059D1028 滋陰降火湯エキス １ｇ ＫＴＳ滋陰降火湯エキス顆粒 建林松鶴堂 6.20
内用薬 5200059D1036 滋陰降火湯エキス １ｇ ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 11.80

内用薬 5200060D1020 滋陰至宝湯エキス １ｇ ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 16.80
内用薬 5200061D1025 四逆散エキス １ｇ ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） ツムラ 18.90
内用薬 5200062C1024 四君子湯エキス １ｇ 〔東洋〕四君子湯エキス細粒 東洋薬行 24.00
内用薬 5200062D1020 四君子湯エキス １ｇ ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 20.50
内用薬 5200062F1020 四君子湯エキス １錠 オースギ四君子湯エキス錠 大杉製薬 8.20
内用薬 5200063C1029 梔子柏皮湯エキス １ｇ コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.60
内用薬 5200064C1023 七物降下湯エキス １ｇ 〔東洋〕七物降下湯エキス細粒 東洋薬行 7.30
内用薬 5200064D1029 七物降下湯エキス １ｇ オースギ七物降下湯エキスＧ 大杉製薬 6.90
内用薬 5200064D1037 七物降下湯エキス １ｇ ＫＴＳ七物降下湯エキス顆粒 建林松鶴堂 5.60
内用薬 5200064D1045 七物降下湯エキス １ｇ ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.70

内用薬 5200064D1053 七物降下湯エキス １ｇ マツウラ七物降下湯エキス顆粒 松浦薬業 6.90
内用薬 5200065C1036 四物湯エキス １ｇ コタロー四物湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.70
内用薬 5200065C1044 四物湯エキス １ｇ ジュンコウ四物湯ＦＣエキス細粒医療

用
康和薬通 6.90

内用薬 5200065C1052 四物湯エキス １ｇ クラシエ四物湯エキス細粒 クラシエ製薬 10.00
内用薬 5200065D1023 四物湯エキス １ｇ 太虎堂の四物湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.30
内用薬 5200065D1031 四物湯エキス １ｇ ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.10
内用薬 5200065D1040 四物湯エキス １ｇ テイコク四物湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200065D1066 四物湯エキス １ｇ 本草四物湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.10
内用薬 5200065F1059 四物湯エキス １錠 クラシエ四物湯エキス錠 大峰堂薬品工業 4.00
内用薬 5200066C1022 炙甘草湯エキス １ｇ コタロー炙甘草湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 10.10
内用薬 5200066D1028 炙甘草湯エキス １ｇ ＫＴＳ炙甘草湯エキス顆粒 建林松鶴堂 6.20
内用薬 5200066D1036 炙甘草湯エキス １ｇ ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 19.60
内用薬 5200067C1035 芍薬甘草湯エキス １ｇ コタロー芍薬甘草湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.20
内用薬 5200067C1043 芍薬甘草湯エキス １ｇ ジュンコウ芍薬甘草湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 12.40

内用薬 5200067C1051 芍薬甘草湯エキス １ｇ 〔東洋〕芍薬甘草湯エキス細粒 東洋薬行 10.20
内用薬 5200067C1060 芍薬甘草湯エキス １ｇ クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.00
内用薬 5200067D1022 芍薬甘草湯エキス １ｇ サカモト芍薬甘草湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 6.20
内用薬 5200067D1049 芍薬甘草湯エキス １ｇ ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 7.70

内用薬 5200067D1057 芍薬甘草湯エキス １ｇ テイコク芍薬甘草湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.20
内用薬 5200067D1065 芍薬甘草湯エキス １ｇ 本草芍薬甘草湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.20
内用薬 5200067D1073 芍薬甘草湯エキス １ｇ マツウラ芍薬甘草湯エキス顆粒 松浦薬業 7.90
内用薬 5200068C1021 芍薬甘草附子湯エキス １ｇ 三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 三和生薬 13.80
内用薬 5200069C1034 十全大補湯エキス １ｇ コタロー十全大補湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.50
内用薬 5200069C1042 十全大補湯エキス １ｇ 三和十全大補湯エキス細粒 三和生薬 12.50
内用薬 5200069C1050 十全大補湯エキス １ｇ ジュンコウ十全大補湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 21.10

内用薬 5200069C1069 十全大補湯エキス １ｇ 〔東洋〕十全大補湯エキス細粒 東洋薬行 12.50
内用薬 5200069C1077 十全大補湯エキス １ｇ クラシエ十全大補湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 16.80
内用薬 5200069D1021 十全大補湯エキス １ｇ オースギ十全大補湯エキスＧ 大杉製薬 9.00
内用薬 5200069D1048 十全大補湯エキス １ｇ ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 21.00

内用薬 5200069D1056 十全大補湯エキス １ｇ テイコク十全大補湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 9.50
内用薬 5200069D1072 十全大補湯エキス １ｇ 本草十全大補湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 8.80
内用薬 5200070C1037 十味敗毒湯エキス １ｇ コタロー十味敗毒湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 14.70
内用薬 5200070C1045 十味敗毒湯エキス １ｇ 三和十味敗毒湯エキス細粒 三和生薬 10.20
内用薬 5200070C1053 十味敗毒湯エキス １ｇ 〔東洋〕十味敗毒湯エキス細粒 東洋薬行 15.30
内用薬 5200070C1061 十味敗毒湯エキス １ｇ クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 クラシエ製薬 15.30
内用薬 5200070D1024 十味敗毒湯エキス １ｇ オースギ十味敗毒湯エキスＧ 大杉製薬 15.30
内用薬 5200070D1040 十味敗毒湯エキス １ｇ サカモト十味敗毒湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 8.50
内用薬 5200070D1059 十味敗毒湯エキス １ｇ ＪＰＳ十味敗毒湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

11.90

内用薬 5200070D1075 十味敗毒湯エキス １ｇ 十味敗毒湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 10.50
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内用薬 5200070D1091 十味敗毒湯エキス １ｇ 太虎堂の十味敗毒湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 11.20
内用薬 5200070D1105 十味敗毒湯エキス １ｇ ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 16.10

内用薬 5200070D1113 十味敗毒湯エキス １ｇ テイコク十味敗毒湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 7.80
内用薬 5200070D1130 十味敗毒湯エキス １ｇ 本草十味敗毒湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.60
内用薬 5200070D1148 十味敗毒湯エキス １ｇ マツウラ十味敗毒湯エキス顆粒 松浦薬業 9.60
内用薬 5200070F1033 十味敗毒湯エキス １錠 クラシエ十味敗毒湯エキス錠 大峰堂薬品工業 6.30
内用薬 5200071D1029 潤腸湯エキス １ｇ 太虎堂の潤腸湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 9.10
内用薬 5200071D1037 潤腸湯エキス １ｇ ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.60
内用薬 5200072C1028 小建中湯エキス １ｇ コタロー小建中湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 4.20
内用薬 5200072D1023 小建中湯エキス １ｇ オースギ小建中湯エキスＧ 大杉製薬 3.90
内用薬 5200072D1058 小建中湯エキス １ｇ ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 7.80
内用薬 5200073C1030 小柴胡湯エキス １ｇ コタロー小柴胡湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 23.60
内用薬 5200073C1049 小柴胡湯エキス １ｇ 三和小柴胡湯エキス細粒 三和生薬 23.00
内用薬 5200073C1057 小柴胡湯エキス １ｇ ジュンコウ小柴胡湯ＦＣエキス細粒医

療用
康和薬通 41.80

内用薬 5200073C1065 小柴胡湯エキス １ｇ 〔東洋〕小柴胡湯エキス細粒 東洋薬行 22.20
内用薬 5200073C1081 小柴胡湯エキス １ｇ クラシエ小柴胡湯エキス細粒 クラシエ製薬 35.60
内用薬 5200073D1028 小柴胡湯エキス １ｇ オースギ小柴胡湯エキスＧ 大杉製薬 22.70
内用薬 5200073D1044 小柴胡湯エキス １ｇ サカモト小柴胡湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 13.60
内用薬 5200073D1060 小柴胡湯エキス １ｇ 小柴胡湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 14.30
内用薬 5200073D1087 小柴胡湯エキス １ｇ ＪＰＳ小柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
22.40

内用薬 5200073D1109 小柴胡湯エキス １ｇ 太虎堂の小柴胡湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 27.30
内用薬 5200073D1117 小柴胡湯エキス １ｇ ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 32.40
内用薬 5200073D1125 小柴胡湯エキス １ｇ テイコク小柴胡湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 16.50
内用薬 5200073D1150 小柴胡湯エキス １ｇ 本草小柴胡湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 13.40
内用薬 5200073D1168 小柴胡湯エキス １ｇ マツウラ小柴胡湯エキス顆粒 松浦薬業 19.00
内用薬 5200073F1029 小柴胡湯エキス １錠 オースギ小柴胡湯エキスＴ錠 常盤薬品工業 10.20
内用薬 5200073F1061 小柴胡湯エキス １錠 クラシエ小柴胡湯エキス錠 大峰堂薬品工業 13.30
内用薬 5200074D1022 小柴胡湯加桔梗石膏エキ

ス
１ｇ ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 42.30

内用薬 5200075C1030 小青竜湯エキス １ｇ コタロー小青竜湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 12.60
内用薬 5200075C1048 小青竜湯エキス １ｇ 三和小青竜湯エキス細粒 三和生薬 11.20
内用薬 5200075C1056 小青竜湯エキス １ｇ クラシエ小青竜湯エキス細粒 クラシエ製薬 20.60
内用薬 5200075D1027 小青竜湯エキス １ｇ オースギ小青竜湯エキスＧ 大杉製薬 11.20
内用薬 5200075D1035 小青竜湯エキス １ｇ サカモト小青竜湯エキス顆粒－Ｓ 阪本漢法製薬 6.50
内用薬 5200075D1051 小青竜湯エキス １ｇ 小青竜湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 9.90
内用薬 5200075D1060 小青竜湯エキス １ｇ ＪＰＳ小青竜湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
12.90

内用薬 5200075D1078 小青竜湯エキス １ｇ 太虎堂の小青竜湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 12.50
内用薬 5200075D1086 小青竜湯エキス １ｇ ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 14.60
内用薬 5200075D1094 小青竜湯エキス １ｇ テイコク小青竜湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 8.00
内用薬 5200075D1116 小青竜湯エキス １ｇ 本草小青龍湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 7.70
内用薬 5200075F1028 小青竜湯エキス １錠 オースギ小青竜湯エキスＴ錠 常盤薬品工業 5.60
内用薬 5200075F1052 小青竜湯エキス １錠 クラシエ小青竜湯エキス錠 大峰堂薬品工業 7.20
内用薬 5200076C1034 小半夏加茯苓湯エキス １ｇ コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 13.80
内用薬 5200076C1050 小半夏加茯苓湯エキス １ｇ クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒 クラシエ製薬 13.50
内用薬 5200076D1030 小半夏加茯苓湯エキス １ｇ ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 11.50

内用薬 5200076D1048 小半夏加茯苓湯エキス １ｇ テイコク小半夏加茯苓湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 8.10
内用薬 5200076D1056 小半夏加茯苓湯エキス １ｇ 本草小半夏加茯苓湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 7.10
内用薬 5200076D1064 小半夏加茯苓湯エキス １ｇ オースギ小半夏加茯苓湯エキスＧ 大杉製薬 22.10
内用薬 5200077C1020 消風散エキス １ｇ コタロー消風散エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.80
内用薬 5200077D1026 消風散エキス １ｇ オースギ消風散エキスＧ 大杉製薬 9.10
内用薬 5200077D1034 消風散エキス １ｇ ツムラ消風散エキス顆粒（医療用） ツムラ 13.80
内用薬 5200078D1020 升麻葛根湯エキス １ｇ ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 6.50

内用薬 5200079C1020 四苓湯 １ｇ オースギ四苓湯細粒（調剤用） 大杉製薬 12.70
内用薬 5200080C1030 辛夷清肺湯エキス １ｇ コタロー辛夷清肺湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 9.10
内用薬 5200080C1049 辛夷清肺湯エキス １ｇ クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 14.10
内用薬 5200080D1028 辛夷清肺湯エキス １ｇ オースギ辛夷清肺湯エキスＧ 大杉製薬 8.00
内用薬 5200080D1044 辛夷清肺湯エキス １ｇ ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 17.70

内用薬 5200081D1022 参蘇飲エキス １ｇ 太虎堂の参蘇飲エキス顆粒 太虎精堂製薬 11.40
内用薬 5200081D1030 参蘇飲エキス １ｇ ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用） ツムラ 13.80
内用薬 5200082C1030 神秘湯エキス １ｇ コタロー神秘湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 17.20
内用薬 5200082C1048 神秘湯エキス １ｇ 〔東洋〕神秘湯エキス細粒 東洋薬行 18.80
内用薬 5200082C1056 神秘湯エキス １ｇ クラシエ神秘湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 16.80
内用薬 5200082D1027 神秘湯エキス １ｇ オースギ神秘湯エキスＧ 大杉製薬 15.70
内用薬 5200082D1035 神秘湯エキス １ｇ ＫＴＳ神秘湯エキス顆粒 建林松鶴堂 14.70
内用薬 5200082D1043 神秘湯エキス １ｇ ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 16.70
内用薬 5200082D1051 神秘湯エキス １ｇ 本草神秘湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 9.90
内用薬 5200083C1026 真武湯エキス １ｇ コタロー真武湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.50
内用薬 5200083C1034 真武湯エキス １ｇ 三和真武湯エキス細粒 三和生薬 12.80
内用薬 5200083D1021 真武湯エキス １ｇ ＪＰＳ真武湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
6.70

内用薬 5200083D1030 真武湯エキス １ｇ ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.70
内用薬 5200084D1026 清上防風湯エキス １ｇ オースギ清上防風湯エキスＧ 大杉製薬 10.90
内用薬 5200084D1034 清上防風湯エキス １ｇ ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 14.20

内用薬 5200085D1020 清暑益気湯エキス １ｇ ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 24.00
内用薬 5200086C1020 清心蓮子飲エキス １ｇ ジュンコウ清心蓮子飲ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 24.60

内用薬 5200086C1038 清心蓮子飲エキス １ｇ 〔東洋〕清心連子飲エキス細粒 東洋薬行 20.10
内用薬 5200086D1025 清心蓮子飲エキス １ｇ ＫＴＳ清心蓮子飲エキス顆粒 建林松鶴堂 13.10
内用薬 5200086D1033 清心蓮子飲エキス １ｇ ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 21.50
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内用薬 5200087D1020 清肺湯エキス １ｇ ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 11.50
内用薬 5200088D1024 川きゅう茶調散エキス １ｇ オースギ川きゅう茶調散料エキスＴＧ 常盤薬品工業 7.10
内用薬 5200088D1032 川きゅう茶調散エキス １ｇ ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 9.00

内用薬 5200089D1029 疎経活血湯エキス １ｇ オースギ疎経活血湯エキスＧ 大杉製薬 5.70
内用薬 5200089D1037 疎経活血湯エキス １ｇ 太虎堂の疎経活血湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 8.50
内用薬 5200089D1045 疎経活血湯エキス １ｇ ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 10.80

内用薬 5200090D1021 大黄甘草湯エキス １ｇ オースギ大黄甘草湯エキスＧ 大杉製薬 11.20
内用薬 5200090D1030 大黄甘草湯エキス １ｇ ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 5.30

内用薬 5200090F1022 大黄甘草湯エキス １錠 オースギ大黄甘草湯エキスＴ錠 常盤薬品工業 5.90
内用薬 5200091C1020 大黄牡丹皮湯エキス １ｇ コタロー大黄牡丹皮湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.70
内用薬 5200091D1026 大黄牡丹皮湯エキス １ｇ ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 8.70

内用薬 5200091D1034 大黄牡丹皮湯エキス １ｇ テイコク大黄牡丹皮湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.20
内用薬 5200092C1025 大建中湯エキス １ｇ コタロー大建中湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 5.70
内用薬 5200092D1020 大建中湯エキス １ｇ ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 10.10
内用薬 5200093C1038 大柴胡湯エキス １ｇ コタロー大柴胡湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 15.50
内用薬 5200093C1046 大柴胡湯エキス １ｇ 三和大柴胡湯エキス細粒 三和生薬 16.40
内用薬 5200093C1054 大柴胡湯エキス １ｇ ジュンコウ大柴胡湯ＦＣエキス細粒医

療用
康和薬通 31.00

内用薬 5200093C1062 大柴胡湯エキス １ｇ 〔東洋〕大柴胡湯エキス細粒 東洋薬行 22.90
内用薬 5200093C1070 大柴胡湯エキス １ｇ クラシエ大柴胡湯エキス細粒 クラシエ製薬 26.50
内用薬 5200093D1025 大柴胡湯エキス １ｇ オースギ大柴胡湯エキスＧ 大杉製薬 18.10
内用薬 5200093D1033 大柴胡湯エキス １ｇ サカモト大柴胡湯エキス顆粒－Ｓ 阪本漢法製薬 8.30
内用薬 5200093D1041 大柴胡湯エキス １ｇ ＪＰＳ大柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
18.10

内用薬 5200093D1068 大柴胡湯エキス １ｇ 太虎堂の大柴胡湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 19.80
内用薬 5200093D1092 大柴胡湯エキス １ｇ ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 24.90
内用薬 5200093D1106 大柴胡湯エキス １ｇ テイコク大柴胡湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 10.10
内用薬 5200093D1122 大柴胡湯エキス １ｇ 本草大柴胡湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 10.70
内用薬 5200093D1130 大柴胡湯エキス １ｇ マツウラ大柴胡湯エキス顆粒 松浦薬業 13.50
内用薬 5200093D1149 大柴胡湯エキス １ｇ 大柴胡湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 14.50
内用薬 5200093F1026 大柴胡湯エキス １錠 オースギ大柴胡湯エキスＴ錠 常盤薬品工業 8.10
内用薬 5200093F1069 大柴胡湯エキス １錠 クラシエ大柴胡湯エキス錠 大峰堂薬品工業 8.60
内用薬 5200094C1024 大柴胡湯去大黄エキス １ｇ コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 小太郎漢方製薬 17.90
内用薬 5200094C1032 大柴胡湯去大黄エキス １ｇ 三和大柴胡去大黄湯エキス細粒 三和生薬 17.60
内用薬 5200095C1029 大承気湯エキス １ｇ コタロー大承気湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.00
内用薬 5200095D1024 大承気湯エキス １ｇ ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 6.60
内用薬 5200096C1023 大防風湯エキス １ｇ 三和大防風湯エキス細粒 三和生薬 16.30
内用薬 5200096D1029 大防風湯エキス １ｇ ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 14.00
内用薬 5200097D1023 竹じょ温胆湯エキス １ｇ ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 31.90

内用薬 5200098D1028 治打撲一方エキス １ｇ ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 9.10
内用薬 5200099D1022 治頭瘡一方エキス １ｇ ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 8.50

内用薬 5200100D1027 調胃承気湯エキス １ｇ ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 6.20
内用薬 5200101D1021 釣藤散エキス １ｇ ＫＴＳ釣藤散エキス顆粒 建林松鶴堂 7.60
内用薬 5200101D1030 釣藤散エキス １ｇ ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） ツムラ 16.10
内用薬 5200101D1048 釣藤散エキス １ｇ マツウラ釣藤散エキス顆粒 松浦薬業 9.70
内用薬 5200102C1020 腸癰湯エキス １ｇ コタロー腸癰湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 9.70
内用薬 5200103C1033 猪苓湯エキス １ｇ コタロー猪苓湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 14.30
内用薬 5200103C1041 猪苓湯エキス １ｇ 三和猪苓湯エキス細粒 三和生薬 10.70
内用薬 5200103C1068 猪苓湯エキス １ｇ 〔東洋〕猪苓湯エキス細粒 東洋薬行 14.30
内用薬 5200103C1092 猪苓湯エキス １ｇ クラシエ猪苓湯エキス細粒 クラシエ製薬 17.00
内用薬 5200103D1020 猪苓湯エキス １ｇ オースギ猪苓湯エキスＧ 大杉製薬 13.80
内用薬 5200103D1039 猪苓湯エキス １ｇ サカモト猪苓湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 9.10
内用薬 5200103D1047 猪苓湯エキス １ｇ ＪＰＳ猪苓湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
12.70

内用薬 5200103D1063 猪苓湯エキス １ｇ 太虎堂の猪苓湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 11.60
内用薬 5200103D1098 猪苓湯エキス １ｇ 猪苓湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 7.70
内用薬 5200103D1101 猪苓湯エキス １ｇ ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 15.70
内用薬 5200103D1110 猪苓湯エキス １ｇ テイコク猪苓湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 8.90
内用薬 5200103D1144 猪苓湯エキス １ｇ 本草猪苓湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 7.30
内用薬 5200103D1152 猪苓湯エキス １ｇ マツウラ猪苓湯エキス顆粒 松浦薬業 10.00
内用薬 5200104D1025 猪苓湯合四物湯エキス １ｇ ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 25.80

内用薬 5200105C1024 通導散エキス １ｇ コタロー通導散エキス細粒 小太郎漢方製薬 5.70
内用薬 5200105D1020 通導散エキス １ｇ 太虎堂の通導散エキス顆粒 太虎精堂製薬 7.00
内用薬 5200105D1038 通導散エキス １ｇ ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.90
内用薬 5200106C1037 桃核承気湯エキス １ｇ コタロー桃核承気湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.70
内用薬 5200106C1045 桃核承気湯エキス １ｇ ジュンコウ桃核承気湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 10.80

内用薬 5200106C1053 桃核承気湯エキス １ｇ クラシエ桃核承気湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.80
内用薬 5200106D1024 桃核承気湯エキス １ｇ オースギ桃核承気湯エキスＧ 大杉製薬 10.80
内用薬 5200106D1040 桃核承気湯エキス １ｇ ＪＰＳ桃核承気湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

6.90

内用薬 5200106D1059 桃核承気湯エキス １ｇ ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 9.50
内用薬 5200106D1067 桃核承気湯エキス １ｇ テイコク桃核承気湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.80
内用薬 5200106D1091 桃核承気湯エキス １ｇ 本草桃核承気湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.80
内用薬 5200106F1041 桃核承気湯エキス １錠 クラシエ桃核承気湯エキス錠 大峰堂薬品工業 3.20
内用薬 5200107D1029 当帰湯エキス １ｇ ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 34.60
内用薬 5200108D1023 当帰飲子エキス １ｇ ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用） ツムラ 13.90
内用薬 5200109D1028 当帰建中湯エキス １ｇ ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.90

内用薬 5200110C1033 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
エキス

１ｇ コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキ
ス細粒

小太郎漢方製薬 7.60
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内用薬 5200110C1041 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
エキス

１ｇ クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキ
ス細粒

大峰堂薬品工業 8.80

内用薬 5200110D1020 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
エキス

１ｇ オースギ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキ
スＧ

大杉製薬 6.70

内用薬 5200110D1039 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
エキス

１ｇ サカモト当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキ
ス顆粒

阪本漢法製薬 9.60

内用薬 5200110D1047 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
エキス

１ｇ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス
顆粒（医療用）

ツムラ 11.70

内用薬 5200111B1032 当帰芍薬散エキス １ｇ 太虎堂の当帰芍薬散料エキス散 太虎精堂製薬 6.30
内用薬 5200111C1038 当帰芍薬散エキス １ｇ コタロー当帰芍薬散料エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.30
内用薬 5200111C1046 当帰芍薬散エキス １ｇ 三和当帰芍薬散料エキス細粒 三和生薬 7.50
内用薬 5200111C1054 当帰芍薬散エキス １ｇ ジュンコウ当帰芍薬散料ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 12.60

内用薬 5200111C1062 当帰芍薬散エキス １ｇ 〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒 東洋薬行 7.50
内用薬 5200111C1089 当帰芍薬散エキス １ｇ クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 クラシエ製薬 11.40
内用薬 5200111D1025 当帰芍薬散エキス １ｇ オースギ当帰芍薬散料エキスＧ 大杉製薬 7.10
内用薬 5200111D1033 当帰芍薬散エキス １ｇ サカモト当帰芍薬散料エキス顆粒 阪本漢法製薬 4.70
内用薬 5200111D1041 当帰芍薬散エキス １ｇ ＪＰＳ当帰芍薬散料エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

8.20

内用薬 5200111D1068 当帰芍薬散エキス １ｇ 太虎堂の当帰芍薬散料エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.70
内用薬 5200111D1076 当帰芍薬散エキス １ｇ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 10.10

内用薬 5200111D1084 当帰芍薬散エキス １ｇ テイコク当帰芍薬散エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200111D1130 当帰芍薬散エキス １ｇ 当帰芍薬散料エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 6.70
内用薬 5200111D1157 当帰芍薬散エキス １ｇ 本草当帰芍薬散料エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.70
内用薬 5200111D1165 当帰芍薬散エキス １ｇ マツウラ当帰芍薬散料エキス顆粒 松浦薬業 6.20
内用薬 5200111F1026 当帰芍薬散エキス １錠 オースギ当帰芍薬散料エキスＴ錠 常盤薬品工業 3.40
内用薬 5200112C1024 当帰芍薬散加附子エキス １ｇ 三和当帰芍薬散加附子エキス細粒 三和生薬 13.30
内用薬 5200113D1024 二朮湯エキス １ｇ ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 12.60
内用薬 5200114C1023 二陳湯エキス １ｇ 〔東洋〕二陳湯エキス細粒 東洋薬行 14.20
内用薬 5200114D1029 二陳湯エキス １ｇ ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 11.10
内用薬 5200115D1023 女神散エキス １ｇ ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） ツムラ 24.50
内用薬 5200116C1030 人参湯エキス １ｇ コタロー人参湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 14.00
内用薬 5200116C1049 人参湯エキス １ｇ 〔東洋〕人参湯エキス細粒 東洋薬行 18.40
内用薬 5200116C1057 人参湯エキス １ｇ 本草人参湯エキス細粒 本草製薬 6.20
内用薬 5200116C1065 人参湯エキス １ｇ クラシエ人参湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 13.00
内用薬 5200116D1028 人参湯エキス １ｇ オースギ人参湯エキスＧ 大杉製薬 13.70
内用薬 5200116D1044 人参湯エキス １ｇ サカモト人参湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 8.90
内用薬 5200116D1052 人参湯エキス １ｇ 太虎堂の人参湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 8.40
内用薬 5200116D1060 人参湯エキス １ｇ ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 15.50
内用薬 5200116D1079 人参湯エキス １ｇ テイコク人参湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 7.10
内用薬 5200116D1109 人参湯エキス １ｇ マツウラ人参湯エキス顆粒 松浦薬業 11.20
内用薬 5200117C1035 人参養栄湯エキス １ｇ コタロー人参養栄湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 11.50
内用薬 5200117C1043 人参養栄湯エキス １ｇ クラシエ人参養栄湯エキス細粒 クラシエ製薬 25.70
内用薬 5200117D1022 人参養栄湯エキス １ｇ オースギ人参養栄湯エキスＧ 大杉製薬 10.70
内用薬 5200117D1030 人参養栄湯エキス １ｇ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 22.50

内用薬 5200118C1021 排膿散及湯エキス １ｇ コタロー排膿散及湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.50
内用薬 5200118D1027 排膿散及湯エキス １ｇ ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 8.90

内用薬 5200119C1026 麦門冬湯エキス １ｇ コタロー麦門冬湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.10
内用薬 5200119C1034 麦門冬湯エキス １ｇ ジュンコウ麦門冬湯ＦＣエキス細粒医

療用
康和薬通 22.40

内用薬 5200119D1021 麦門冬湯エキス １ｇ ＪＰＳ麦門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製
薬

14.00

内用薬 5200119D1030 麦門冬湯エキス １ｇ ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 19.10
内用薬 5200119D1048 麦門冬湯エキス １ｇ テイコク麦門冬湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 11.80
内用薬 5200119D1056 麦門冬湯エキス １ｇ マツウラ麦門冬湯エキス顆粒 松浦薬業 14.00
内用薬 5200120C1029 八味丸エキス １ｇ コタロー八味丸料エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.30
内用薬 5200120D1024 八味丸エキス １ｇ テイコク八味丸エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200120D1032 八味丸エキス １ｇ 本草八味丸料エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.70
内用薬 5200120L1029 八味丸 １０丸 ウチダの八味丸Ｍ ウチダ和漢薬 10.80
内用薬 5200121C1031 八味地黄丸エキス １ｇ 三和八味地黄丸料エキス細粒 三和生薬 8.80
内用薬 5200121C1040 八味地黄丸エキス １ｇ クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 クラシエ製薬 11.90
内用薬 5200121D1029 八味地黄丸エキス １ｇ オースギ八味地黄丸料エキスＧ 大杉製薬 7.90
内用薬 5200121D1037 八味地黄丸エキス １ｇ ＪＰＳ八味地黄丸料エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

7.10

内用薬 5200121D1045 八味地黄丸エキス １ｇ ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 11.10
内用薬 5200121D1061 八味地黄丸エキス １ｇ 八味地黄丸料エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 7.50
内用薬 5200121F1020 八味地黄丸エキス １錠 オースギ八味地黄丸料エキスＴ錠 常盤薬品工業 3.90
内用薬 5200121F1046 八味地黄丸エキス １錠 クラシエ八味地黄丸料エキス錠 大峰堂薬品工業 4.80
内用薬 5200122C1036 半夏厚朴湯エキス １ｇ コタロー半夏厚朴湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 10.60
内用薬 5200122C1044 半夏厚朴湯エキス １ｇ 三和半夏厚朴湯エキス細粒 三和生薬 13.00
内用薬 5200122C1052 半夏厚朴湯エキス １ｇ ジュンコウ半夏厚朴湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 15.40

内用薬 5200122C1060 半夏厚朴湯エキス １ｇ 〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒 東洋薬行 10.60
内用薬 5200122C1079 半夏厚朴湯エキス １ｇ クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 クラシエ製薬 10.30
内用薬 5200122D1023 半夏厚朴湯エキス １ｇ オースギ半夏厚朴湯エキスＧ 大杉製薬 20.60
内用薬 5200122D1031 半夏厚朴湯エキス １ｇ サカモト半夏厚朴湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 6.20
内用薬 5200122D1040 半夏厚朴湯エキス １ｇ ＪＰＳ半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

8.20

内用薬 5200122D1066 半夏厚朴湯エキス １ｇ 太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 11.60
内用薬 5200122D1074 半夏厚朴湯エキス １ｇ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 10.60

内用薬 5200122D1082 半夏厚朴湯エキス １ｇ テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200122D1112 半夏厚朴湯エキス １ｇ 本草半夏厚朴湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.90
内用薬 5200122F1024 半夏厚朴湯エキス １錠 オースギ半夏厚朴湯エキスＴ錠 常盤薬品工業 5.60
内用薬 5200122F1067 半夏厚朴湯エキス １錠 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 大峰堂薬品工業 5.60
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内用薬 5200123C1030 半夏瀉心湯エキス １ｇ コタロー半夏瀉心湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 18.70
内用薬 5200123C1049 半夏瀉心湯エキス １ｇ 三和半夏瀉心湯エキス細粒 三和生薬 21.20
内用薬 5200123C1057 半夏瀉心湯エキス １ｇ ジュンコウ半夏瀉心湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 27.30

内用薬 5200123C1065 半夏瀉心湯エキス １ｇ 〔東洋〕半夏瀉心湯エキス細粒 東洋薬行 24.70
内用薬 5200123C1081 半夏瀉心湯エキス １ｇ クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 23.90
内用薬 5200123D1028 半夏瀉心湯エキス １ｇ オースギ半夏瀉心湯エキスＧ 大杉製薬 18.30
内用薬 5200123D1044 半夏瀉心湯エキス １ｇ サカモト半夏瀉心湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 11.40
内用薬 5200123D1052 半夏瀉心湯エキス １ｇ ＪＰＳ半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

19.30

内用薬 5200123D1060 半夏瀉心湯エキス １ｇ 太虎堂の半夏瀉心湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 16.40
内用薬 5200123D1079 半夏瀉心湯エキス １ｇ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 25.20

内用薬 5200123D1087 半夏瀉心湯エキス １ｇ テイコク半夏瀉心湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 10.50
内用薬 5200123D1109 半夏瀉心湯エキス １ｇ 半夏瀉心湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 17.60
内用薬 5200123D1125 半夏瀉心湯エキス １ｇ 本草半夏瀉心湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 9.80
内用薬 5200123D1133 半夏瀉心湯エキス １ｇ マツウラ半夏瀉心湯エキス顆粒 松浦薬業 16.40
内用薬 5200123F1053 半夏瀉心湯エキス １錠 クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 大峰堂薬品工業 7.50
内用薬 5200124C1035 半夏白朮天麻湯エキス １ｇ コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 15.30
内用薬 5200124C1043 半夏白朮天麻湯エキス １ｇ 三和半夏白朮天麻湯エキス細粒 三和生薬 18.10
内用薬 5200124C1051 半夏白朮天麻湯エキス １ｇ クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 24.30
内用薬 5200124D1022 半夏白朮天麻湯エキス １ｇ ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 26.10

内用薬 5200125C1030 白虎加人参湯エキス １ｇ コタロー白虎加人参湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 10.60
内用薬 5200125C1048 白虎加人参湯エキス １ｇ クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 クラシエ製薬 28.40
内用薬 5200125D1027 白虎加人参湯エキス １ｇ ＫＴＳ白虎加人参湯エキス顆粒 建林松鶴堂 9.20
内用薬 5200125D1035 白虎加人参湯エキス １ｇ ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 19.90

内用薬 5200125D1043 白虎加人参湯エキス １ｇ テイコク白虎加人参湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 10.70
内用薬 5200125F1036 白虎加人参湯エキス １錠 クラシエ白虎加人参湯エキス錠 大峰堂薬品工業 14.20
内用薬 5200126C1026 茯苓飲エキス １ｇ コタロー茯苓飲エキス細粒 小太郎漢方製薬 19.80
内用薬 5200126D1021 茯苓飲エキス １ｇ ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用） ツムラ 16.00
内用薬 5200127D1026 茯苓飲合半夏厚朴湯エキ

ス
１ｇ ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 21.40

内用薬 5200128C1025 平胃散エキス １ｇ コタロー平胃散エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.00
内用薬 5200128D1020 平胃散エキス １ｇ オースギ平胃散料エキスＧ 大杉製薬 5.30
内用薬 5200128D1047 平胃散エキス １ｇ ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用） ツムラ 8.20
内用薬 5200128D1055 平胃散エキス １ｇ テイコク平胃散エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.30
内用薬 5200128D1080 平胃散エキス １ｇ 本草平胃散料エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 4.20
内用薬 5200129C1038 防已黄耆湯エキス １ｇ コタロー防已黄耆湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.40
内用薬 5200129C1046 防已黄耆湯エキス １ｇ ジュンコウ防已黄耆湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 11.80

内用薬 5200129C1062 防已黄耆湯エキス １ｇ クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 8.40
内用薬 5200129D1025 防已黄耆湯エキス １ｇ オースギ防已黄耆湯エキスＧ 大杉製薬 6.90
内用薬 5200129D1033 防已黄耆湯エキス １ｇ サカモト防已黄耆湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 6.70
内用薬 5200129D1041 防已黄耆湯エキス １ｇ ＪＰＳ防已黄耆湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

8.50

内用薬 5200129D1068 防已黄耆湯エキス １ｇ 太虎堂の防已黄耆湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.50
内用薬 5200129D1076 防已黄耆湯エキス １ｇ ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 10.90

内用薬 5200129D1084 防已黄耆湯エキス １ｇ テイコク防已黄耆湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200129D1106 防已黄耆湯エキス １ｇ 本草防已黄耆湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.20
内用薬 5200129D1114 防已黄耆湯エキス １ｇ マツウラ防已黄耆湯エキス顆粒 松浦薬業 7.20
内用薬 5200129F1042 防已黄耆湯エキス １錠 クラシエ防已黄耆湯エキス錠 大峰堂薬品工業 4.20
内用薬 5200130C1030 防風通聖散エキス １ｇ コタロー防風通聖散エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.50
内用薬 5200130C1049 防風通聖散エキス １ｇ 三和防風通聖散料エキス細粒 三和生薬 6.20
内用薬 5200130C1057 防風通聖散エキス １ｇ 〔東洋〕防風通聖散料エキス細粒 東洋薬行 8.00
内用薬 5200130C1065 防風通聖散エキス １ｇ クラシエ防風通聖散料エキス細粒 クラシエ製薬 7.60
内用薬 5200130D1028 防風通聖散エキス １ｇ オースギ防風通聖散エキスＧ 大杉製薬 6.40
内用薬 5200130D1044 防風通聖散エキス １ｇ ＪＰＳ防風通聖散料エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

7.40

内用薬 5200130D1052 防風通聖散エキス １ｇ 太虎堂の防風通聖散料エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.40
内用薬 5200130D1060 防風通聖散エキス １ｇ ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.40

内用薬 5200130D1079 防風通聖散エキス １ｇ テイコク防風通聖散エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200130D1087 防風通聖散エキス １ｇ 本草防風通聖散エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.30
内用薬 5200130D1095 防風通聖散エキス １ｇ マツウラ防風通聖散エキス顆粒 松浦薬業 6.20
内用薬 5200130F1037 防風通聖散エキス １錠 クラシエ防風通聖散エキス錠 大峰堂薬品工業 2.50
内用薬 5200131B1021 補中益気湯エキス １ｇ 太虎堂の補中益気湯エキス散 太虎精堂製薬 21.40
内用薬 5200131C1035 補中益気湯エキス １ｇ コタロー補中益気湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 11.90
内用薬 5200131C1043 補中益気湯エキス １ｇ 三和補中益気湯エキス細粒 三和生薬 16.50
内用薬 5200131C1051 補中益気湯エキス １ｇ ジュンコウ補中益気湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 26.90

内用薬 5200131C1060 補中益気湯エキス １ｇ 〔東洋〕補中益気湯エキス細粒 東洋薬行 19.90
内用薬 5200131C1078 補中益気湯エキス １ｇ クラシエ補中益気湯エキス細粒 クラシエ製薬 23.70
内用薬 5200131D1022 補中益気湯エキス １ｇ オースギ補中益気湯エキスＧ 大杉製薬 11.50
内用薬 5200131D1030 補中益気湯エキス １ｇ サカモト補中益気湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 10.70
内用薬 5200131D1049 補中益気湯エキス １ｇ ＪＰＳ補中益気湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

18.20

内用薬 5200131D1057 補中益気湯エキス １ｇ 太虎堂の補中益気湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 16.10
内用薬 5200131D1065 補中益気湯エキス １ｇ ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 26.10

内用薬 5200131D1073 補中益気湯エキス １ｇ テイコク補中益気湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 13.60
内用薬 5200131D1103 補中益気湯エキス １ｇ 補中益気湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 13.90
内用薬 5200131D1120 補中益気湯エキス １ｇ 本草補中益気湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 11.30
内用薬 5200132C1030 麻黄湯エキス １ｇ コタロー麻黄湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.40
内用薬 5200132C1048 麻黄湯エキス １ｇ ジュンコウ麻黄湯ＦＣエキス細粒医療

用
康和薬通 11.10

内用薬 5200132C1064 麻黄湯エキス １ｇ クラシエ麻黄湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.80
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内用薬 5200132D1035 麻黄湯エキス １ｇ ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 8.40
内用薬 5200132D1043 麻黄湯エキス １ｇ テイコク麻黄湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.60
内用薬 5200132D1060 麻黄湯エキス １ｇ 本草麻黄湯エキス顆粒－Ｓ 本草製薬 5.60
内用薬 5200133C1026 麻黄附子細辛湯エキス １ｇ 三和麻黄附子細辛湯エキス細粒 三和生薬 29.10
内用薬 5200133D1021 麻黄附子細辛湯エキス １ｇ ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 20.50

内用薬 5200133M1021 麻黄附子細辛湯エキス １カプセル コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセ
ル

小太郎漢方製薬 23.70
内用薬 5200134C1020 麻杏甘石湯エキス １ｇ コタロー麻杏甘石湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.70
内用薬 5200134C1039 麻杏甘石湯エキス １ｇ ジュンコウ麻杏甘石湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 9.60

内用薬 5200134D1026 麻杏甘石湯エキス １ｇ オースギ麻杏甘石湯エキスＧ 大杉製薬 8.70
内用薬 5200134D1042 麻杏甘石湯エキス １ｇ ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 7.10

内用薬 5200134D1050 麻杏甘石湯エキス １ｇ テイコク麻杏甘石湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.20
内用薬 5200134D1077 麻杏甘石湯エキス １ｇ 本草麻杏甘石湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 3.90
内用薬 5200134D1093 麻杏甘石湯エキス １ｇ マツウラ麻杏甘石湯エキス顆粒 松浦薬業 9.60
内用薬 5200135C1033 麻杏よく甘湯エキス １ｇ コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.80
内用薬 5200135C1041 麻杏よく甘湯エキス １ｇ 三和麻杏よく甘湯エキス細粒 三和生薬 11.50
内用薬 5200135C1050 麻杏よく甘湯エキス １ｇ クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 8.60
内用薬 5200135D1020 麻杏よく甘湯エキス １ｇ オースギ麻杏よく甘湯エキスＧ 大杉製薬 11.20
内用薬 5200135D1039 麻杏よく甘湯エキス １ｇ ＪＰＳ麻杏よく甘湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

6.60

内用薬 5200135D1047 麻杏よく甘湯エキス １ｇ ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 9.80

内用薬 5200135D1063 麻杏よく甘湯エキス １ｇ 麻杏よく甘湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 6.50
内用薬 5200136C1020 麻子仁丸エキス １ｇ コタロー麻子仁丸料エキス細粒 小太郎漢方製薬 9.20
内用薬 5200136D1025 麻子仁丸エキス １ｇ オースギ麻子仁丸料エキスＧ 大杉製薬 9.30
内用薬 5200136D1033 麻子仁丸エキス １ｇ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） ツムラ 7.40
内用薬 5200137C1024 木防已湯エキス １ｇ コタロー木防已湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 15.60
内用薬 5200137C1032 木防已湯エキス １ｇ 三和木防已湯エキス細粒 三和生薬 24.80
内用薬 5200137D1020 木防已湯エキス １ｇ ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 14.50
内用薬 5200138C1037 よく苡仁湯エキス １ｇ ジュンコウよく苡仁湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 10.50

内用薬 5200138C1045 よく苡仁湯エキス １ｇ 〔東洋〕よく苡仁湯エキス細粒 東洋薬行 7.80
内用薬 5200138C1053 よく苡仁湯エキス １ｇ クラシエよく苡仁湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.60
内用薬 5200138D1024 よく苡仁湯エキス １ｇ オースギよく苡仁湯エキスＴＧ 常盤薬品工業 6.20
内用薬 5200138D1032 よく苡仁湯エキス １ｇ ＫＴＳよく苡仁湯エキス顆粒 建林松鶴堂 6.20
内用薬 5200138D1040 よく苡仁湯エキス １ｇ サカモトよく苡仁湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 6.30
内用薬 5200138D1059 よく苡仁湯エキス １ｇ ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 10.50

内用薬 5200138D1067 よく苡仁湯エキス １ｇ 本草よく苡仁湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.90
内用薬 5200138D1075 よく苡仁湯エキス １ｇ マツウラよく苡仁湯エキス顆粒 松浦薬業 7.00
内用薬 5200138F1041 よく苡仁湯エキス １錠 クラシエよく苡仁湯エキス錠 大峰堂薬品工業 3.80
内用薬 5200139D1029 抑肝散エキス １ｇ オースギ抑肝散料エキスＴＧ 常盤薬品工業 9.10
内用薬 5200139D1037 抑肝散エキス １ｇ ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） ツムラ 12.30
内用薬 5200140C1034 抑肝散加陳皮半夏エキス １ｇ コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 小太郎漢方製薬 10.30
内用薬 5200140C1042 抑肝散加陳皮半夏エキス １ｇ クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 大峰堂薬品工業 15.30
内用薬 5200140D1021 抑肝散加陳皮半夏エキス １ｇ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 16.50

内用薬 5200141C1039 六君子湯エキス １ｇ コタロー六君子湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 11.90
内用薬 5200141C1047 六君子湯エキス １ｇ 三和六君子湯エキス細粒 三和生薬 14.90
内用薬 5200141C1055 六君子湯エキス １ｇ 〔東洋〕六君子湯エキス細粒 東洋薬行 20.50
内用薬 5200141C1063 六君子湯エキス １ｇ クラシエ六君子湯エキス細粒 クラシエ製薬 21.90
内用薬 5200141D1026 六君子湯エキス １ｇ オースギ六君子湯エキスＧ 大杉製薬 15.40
内用薬 5200141D1034 六君子湯エキス １ｇ ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 21.00
内用薬 5200141D1042 六君子湯エキス １ｇ テイコク六君子湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 10.80
内用薬 5200141D1069 六君子湯エキス １ｇ 本草六君子湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 9.20
内用薬 5200141D1077 六君子湯エキス １ｇ マツウラ六君子湯エキス顆粒 松浦薬業 14.20
内用薬 5200142B1020 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散 太虎精堂製薬 6.20
内用薬 5200142C1025 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.80
内用薬 5200142C1033 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 三和竜胆瀉肝湯エキス細粒 三和生薬 7.60
内用薬 5200142C1041 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ ジュンコウ龍胆瀉肝湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 7.80

内用薬 5200142C1050 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス細粒 太虎精堂製薬 6.40
内用薬 5200142C1068 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 〔東洋〕龍胆瀉肝湯エキス細粒 東洋薬行 7.80
内用薬 5200142D1020 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ ＫＴＳ竜胆瀉肝湯エキス顆粒 建林松鶴堂 5.60
内用薬 5200142D1039 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.70
内用薬 5200142D1047 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 12.10

内用薬 5200143C1020 苓甘姜味辛夏仁湯エキス １ｇ コタロー苓甘姜味辛夏仁湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 17.50
内用薬 5200143D1025 苓甘姜味辛夏仁湯エキス １ｇ ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 22.20

内用薬 5200144C1024 苓姜朮甘湯エキス １ｇ コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 10.70
内用薬 5200144C1032 苓姜朮甘湯エキス １ｇ 三和苓姜朮甘湯エキス細粒 三和生薬 14.00
内用薬 5200144D1020 苓姜朮甘湯エキス １ｇ ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.30

内用薬 5200144D1046 苓姜朮甘湯エキス １ｇ 本草苓姜朮甘湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.20
内用薬 5200145C1037 苓桂朮甘湯エキス １ｇ コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.70
内用薬 5200145C1045 苓桂朮甘湯エキス １ｇ 三和苓桂朮甘湯エキス細粒 三和生薬 11.60
内用薬 5200145C1053 苓桂朮甘湯エキス １ｇ ジュンコウ苓桂朮甘湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 11.60

内用薬 5200145C1061 苓桂朮甘湯エキス １ｇ 〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒 東洋薬行 7.80
内用薬 5200145C1070 苓桂朮甘湯エキス １ｇ クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 クラシエ製薬 8.40
内用薬 5200145D1024 苓桂朮甘湯エキス １ｇ オースギ苓桂朮甘湯エキスＴＧ 常盤薬品工業 8.20
内用薬 5200145D1032 苓桂朮甘湯エキス １ｇ ＪＰＳ苓桂朮甘湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

6.20

内用薬 5200145D1040 苓桂朮甘湯エキス １ｇ 太虎堂の苓桂朮甘湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.20
内用薬 5200145D1059 苓桂朮甘湯エキス １ｇ ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 7.60
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内用薬 5200145D1075 苓桂朮甘湯エキス １ｇ 本草苓桂朮甘湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.00
内用薬 5200145D1083 苓桂朮甘湯エキス １ｇ マツウラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 松浦薬業 10.30
内用薬 5200146C1031 六味丸エキス １ｇ クラシエ六味丸料エキス細粒 クラシエ製薬 8.80
内用薬 5200146D1029 六味丸エキス １ｇ ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.20
内用薬 5200147C1028 六味地黄丸エキス １ｇ ジュンコウ六味地黄丸料ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 10.60

内用薬 5200147C1036 六味地黄丸エキス １ｇ 〔東洋〕六味地黄丸料エキス細粒 東洋薬行 9.80
内用薬 5200148C1022 附子人参湯エキス １ｇ 三和附子理中湯エキス細粒 三和生薬 25.00
内用薬 5200149D1022 立効散エキス １ｇ ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） ツムラ 11.20
内用薬 5900001A1025 加工ブシ末 １ｇ 局 花扇加工ブシ末Ｋ 小西製薬 14.30
内用薬 5900001A1033 加工ブシ末 １ｇ 局 本草加工ブシ末 本草製薬 10.50
内用薬 5900001A1041 加工ブシ末 １ｇ 局 オースギ加工ブシ末 高砂薬業 11.20
内用薬 5900001F1022 加工ブシ末 １６６．６７ｍｇ１錠 アコニンサン錠 三和生薬 5.60
内用薬 5900001X1036 加工ブシ末 １ｇ 局 加工ブシ末「三和生薬」 三和生薬 12.60
内用薬 5900002A1020 炮ブシ １ｇ 局 小太郎漢方の炮附子末 小太郎漢方製薬 12.10
内用薬 5900003B1020 ヨクイニンエキス １ｇ ヨクイニンエキス散「コタロー」 小太郎漢方製薬 13.50
内用薬 5900003F1021 ヨクイニンエキス １錠 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 小太郎漢方製薬 5.50
内用薬 5900004A1037 修治ブシ １ｇ 局 マツウラの修治附子末（調剤用） 松浦薬業 12.60
内用薬 5900004A1053 修治ブシ １ｇ 局 ブシ末（調剤用）「ツムラ」 ツムラ 13.50
内用薬 6111002D1039 ベンジルペニシリンベン

ザチン
４０万単位１ｇ バイシリンＧ顆粒４０万単位 萬有製薬 31.00

内用薬 6112001M1031 塩酸クリンダマイシン ７５ｍｇ１カプセル 局 ダラシンカプセル７５ｍｇ ファイザー 17.90
内用薬 6112001M2038 塩酸クリンダマイシン １５０ｍｇ１カプセル 局 ダラシンカプセル１５０ｍｇ ファイザー 24.90
内用薬 6112003M1030 塩酸リンコマイシン ２５０ｍｇ１カプセル リンコシンカプセル２５０ｍｇ ファイザー 23.50
内用薬 6113001B1046 塩酸バンコマイシン ５００ｍｇ１瓶 塩酸バンコマイシン散０．５「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 1,990.50

内用薬 6113001B1070 塩酸バンコマイシン ５００ｍｇ１瓶 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 1,952.80

内用薬 6113001B1089 塩酸バンコマイシン ５００ｍｇ１瓶 ※ 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ（シオ
ノギ）

塩野義製薬 3,244.80

内用薬 6113001B1097 塩酸バンコマイシン ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 1,952.80

内用薬 6113001B1100 塩酸バンコマイシン 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 後発品 1,866.00

内用薬 6121001F1082 塩酸ピブメシリナム ５０ｍｇ１錠 メリシン錠５０ｍｇ 武田薬品工業 77.60
内用薬 6123003M1042 一硫酸カナマイシン ２５０ｍｇ１カプセル カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明

治」
明治製菓 42.30

内用薬 6123003Q1044 一硫酸カナマイシン ５０ｍｇ１ｍＬ カナマイシンシロップ５％「明治」 明治製菓 8.90
内用薬 6123003R1031 一硫酸カナマイシン ２００ｍｇ１ｇ カナマイシンドライシロップ２０％

「明治」
明治製菓 36.70

内用薬 6125001B1039 コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

２００万単位１ｇ コリマイシン散２００万単位／ｇ ポーラファルマ 45.80

内用薬 6125001D1030 コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

２００万単位１ｇ メタコリマイシン顆粒２００万単位／
ｇ

ポーラファルマ 44.60

内用薬 6125001M1030 コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

３００万単位１カプセ
ル

メタコリマイシンカプセル３００万単
位

ポーラファルマ 62.40

内用薬 6126001F1038 硫酸ポリミキシンＢ ２５万単位１錠 硫酸ポリミキシンＢ錠２５万単位
「ファイザー」

ファイザー 94.10

内用薬 6126001F2034 硫酸ポリミキシンＢ １００万単位１錠 硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位
「ファイザー」

ファイザー 318.40

内用薬 6129001M1020 セフチブテン １００ｍｇ１カプセル セフテムカプセル１００ｍｇ 塩野義製薬 111.70
内用薬 6129001M2027 セフチブテン ２００ｍｇ１カプセル セフテムカプセル２００ｍｇ 塩野義製薬 192.80
内用薬 6131001C1201 アモキシシリン １００ｍｇ１ｇ アモリン細粒１０％ 武田薬品工業 17.70
内用薬 6131001C1210 アモキシシリン １００ｍｇ１ｇ サワシリン細粒１０％ アステラス製薬 13.10
内用薬 6131001C1228 アモキシシリン １００ｍｇ１ｇ パセトシン細粒１０％ 協和発酵キリン 11.30
内用薬 6131001C2089 アモキシシリン ２００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒２００ 明治製菓 後発品 15.40
内用薬 6131001C2097 アモキシシリン ２００ｍｇ１ｇ アモキシシリン細粒２０％「タツミ」 辰巳化学 後発品 7.80
内用薬 6131001F2026 アモキシシリン ２５０ｍｇ１錠 サワシリン錠２５０ アステラス製薬 14.30
内用薬 6131001F2042 アモキシシリン ２５０ｍｇ１錠 パセトシン錠２５０ 協和発酵キリン 11.50
内用薬 6131001M1029 アモキシシリン １２５ｍｇ１カプセル アモリンカプセル１２５ 武田薬品工業 15.20
内用薬 6131001M1070 アモキシシリン １２５ｍｇ１カプセル パセトシンカプセル１２５ 協和発酵キリン 11.00
内用薬 6131001M2149 アモキシシリン 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 後発品 8.60
内用薬 6131001M2157 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル アモリンカプセル２５０ 武田薬品工業 19.00
内用薬 6131001M2211 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル セオキシリンカプセル２５０ 長生堂製薬 後発品 6.90
内用薬 6131001M2297 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ

「タツミ」
辰巳化学 後発品 6.90

内用薬 6131001M2300 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル サワシリンカプセル２５０ アステラス製薬 14.10
内用薬 6131001M2319 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル パセトシンカプセル２５０ 協和発酵キリン 11.10
内用薬 6131001M2327 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 6.90

内用薬 6131001M2335 アモキシシリン 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 後発品 7.40

内用薬 6131002M1104 アンピシリン ２５０ｍｇ１カプセル ビクシリンカプセル 明治製菓 20.70
内用薬 6131002M1147 アンピシリン ２５０ｍｇ１カプセル ビクシリンカプセル２５０ｍｇ 明治製菓 20.70
内用薬 6131002R1098 アンピシリン １００ｍｇ１ｇ ビクシリンドライシロップ 明治製菓 13.40
内用薬 6131002R1110 アンピシリン １００ｍｇ１ｇ ビクシリンドライシロップ１０％ 明治製菓 13.40
内用薬 6131004D1049 塩酸バカンピシリン ２５０ｍｇ１ｇ ペングッド顆粒２５０ｍｇ 日医工 51.90
内用薬 6131004F2054 塩酸バカンピシリン ２５０ｍｇ１錠 ペングッド錠２５０ｍｇ 日医工 11.90
内用薬 6131005C1102 シクラシリン １００ｍｇ１ｇ バストシリン細粒１０％ 武田薬品工業 20.10
内用薬 6131005C2052 シクラシリン ２００ｍｇ１ｇ バストシリン細粒２０％ 武田薬品工業 31.90
内用薬 6131005M1116 シクラシリン ２５０ｍｇ１カプセル バストシリンカプセル２５０ 武田薬品工業 32.20
内用薬 6131008C1025 トシル酸スルタミシリン １００ｍｇ１ｇ ユナシン細粒小児用 ファイザー 64.00
内用薬 6131008C1033 トシル酸スルタミシリン １００ｍｇ１ｇ ユナシン細粒小児用１０％ ファイザー 64.00
内用薬 6131008F1021 トシル酸スルタミシリン ３７５ｍｇ１錠 ユナシン錠 ファイザー 61.90
内用薬 6131008F1030 トシル酸スルタミシリン ３７５ｍｇ１錠 ユナシン錠３７５ｍｇ ファイザー 61.90
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内用薬 6132001R1082 セファトリジンプロピレ
ングリコール

１００ｍｇ１ｇ セフラコールＤＳ１０％ 沢井製薬 後発品 17.70

内用薬 6132001R2054 セファトリジンプロピレ
ングリコール

２５０ｍｇ１ｇ パラントシンドライシロップ２５０ 東和薬品 後発品 28.50

内用薬 6132001R2070 セファトリジンプロピレ
ングリコール

２５０ｍｇ１ｇ セフラコールＤＳ２５％ 沢井製薬 後発品 31.10

内用薬 6132002E1034 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ Ｌ－ケフレックス小児用顆粒 塩野義製薬 70.80
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 後発品 35.40
内用薬 6132002E2030 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ Ｌ－ケフレックス顆粒 塩野義製薬 81.80
内用薬 6132002E2057 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ Ｌ－パシビドール顆粒「５００」 辰巳化学 後発品 24.90
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 後発品 23.70
内用薬 6132002E2154 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ セファレキシン顆粒５００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 23.70

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 後発品 12.00
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 後発品 11.20
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 後発品 12.00
内用薬 6132002M1047 セファレキシン １２５ｍｇ１カプセル センセファリンカプセル１２５ 武田薬品工業 後発品 28.10
内用薬 6132002M2159 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル センセファリンカプセル２５０ 武田薬品工業 31.70
内用薬 6132002M2167 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル ラリキシンカプセル２５０ｍｇ 富山化学工業 後発品 11.50
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 後発品 11.50

内用薬 6132002M2183 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル ケフレックスカプセル２５０ｍｇ 塩野義製薬 31.20
内用薬 6132002M2191 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル セファレキシンカプセル２５０ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 11.50

内用薬 6132002M2205 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル シンクルカプセル２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 11.50
内用薬 6132002R1141 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ ケフレックスシロップ用細粒１００ 塩野義製薬 24.00
内用薬 6132002R1150 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ センセファリンシロップ用細粒１０％ 武田薬品工業 後発品 17.20
内用薬 6132002R1168 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ ラリキシンドライシロップ小児用１

０％
富山化学工業 後発品 9.10

内用薬 6132002R2032 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ ケフレックスシロップ用細粒２００ 塩野義製薬 38.10
内用薬 6132002R2083 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ センセファリンシロップ用細粒２０％ 武田薬品工業 後発品 28.00
内用薬 6132002R2130 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ ラリキシンドライシロップ小児用２

０％
富山化学工業 後発品 12.30

内用薬 6132002R4086 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ オーレキシンドライシロップ５０％小
児用

日医工ファーマ 後発品 23.90

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 後発品 16.50
内用薬 6132005C1037 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 クリレール細粒小児用「１００」 辰巳化学 後発品 14.30
内用薬 6132005C1053 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 ケフラール細粒小児用１００ｍｇ 塩野義製薬 46.80
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 後発品 16.50
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 後発品 11.10
内用薬 6132005C1215 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 ケフポリン細粒１０％ 沢井製薬 後発品 17.60
内用薬 6132005C1223 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 エリカナール細粒小児用１０％ 東和薬品 後発品 14.30
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 後発品 30.40
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 後発品 21.00
内用薬 6132005E1020 セファクロル ３７５ｍｇ１包 局 Ｌ－ケフラール顆粒 塩野義製薬 104.30
内用薬 6132005E1038 セファクロル ３７５ｍｇ１包 局 エリカナールＬ顆粒 東和薬品 後発品 48.30
内用薬 6132005E1046 セファクロル ３７５ｍｇ１包 局 エリカナールＬ顆粒３７５ｍｇ 東和薬品 後発品 48.30
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 後発品 22.70
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 後発品 22.70
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 後発品 24.90
内用薬 6132005M1059 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ケフラールカプセル２５０ｍｇ 塩野義製薬 57.00
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 後発品 28.40
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 後発品 24.30
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 後発品 24.30
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 後発品 24.30
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 後発品 24.90
内用薬 6132005N1038 セファクロル １８７．５ｍｇ１カプ

セル
Ｌ－シーシーエルカプセル 日医工 後発品 24.90

内用薬 6132006R1093 セフロキサジン １００ｍｇ１ｇ オラスポア小児用ドライシロップ１
０％

アルフレッサ
ファーマ

32.00

内用薬 6132006R1107 セフロキサジン １００ｍｇ１ｇ セフロキサジンドライシロップ１０％
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 19.70

内用薬 6132007M1058 セファドロキシル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ドルセファンカプセル２５０ 東和薬品 後発品 14.70
内用薬 6132007R1047 セファドロキシル １００ｍｇ１ｇ 局 ドルセファンドライシロップ１００ 東和薬品 後発品 12.50
内用薬 6132007R2035 セファドロキシル ２００ｍｇ１ｇ 局 サリスロンドライシロップ「２００」 辰巳化学 後発品 20.00
内用薬 6132007R2051 セファドロキシル ２００ｍｇ１ｇ 局 ドルセファンドライシロップ２００ 東和薬品 後発品 21.70
内用薬 6132008C1022 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セフスパン細粒５０ｍｇ アステラス製薬 77.90
内用薬 6132008C1030 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セキスパノン細粒５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 38.70
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 後発品 33.60
内用薬 6132008C1057 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セキシム細粒５０ｍｇ 東和薬品 後発品 40.10
内用薬 6132008C1065 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セフパ細粒５０ｍｇ 日医工 後発品 33.60
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 後発品 62.20
内用薬 6132008M1028 セフィキシム ５０ｍｇ１カプセル セフスパンカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 67.10
内用薬 6132008M2024 セフィキシム １００ｍｇ１カプセル セフスパンカプセル１００ｍｇ アステラス製薬 75.00
内用薬 6132008M2032 セフィキシム １００ｍｇ１カプセル セフィーナカプセル１００ 大洋薬品工業 後発品 35.20
内用薬 6132009C1035 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セトラート細粒小児用１０％ 沢井製薬 後発品 75.10
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 後発品 66.50
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 後発品 68.30
内用薬 6132009C1078 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 ボキシロン細粒小児用１０％ 長生堂製薬 後発品 54.30
内用薬 6132009C1086 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 トミロン細粒小児用１０％ 富山化学工業 113.80
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 後発品 50.90
内用薬 6132009F1023 セフテラムピボキシル ５０ｍｇ１錠 トミロン錠５０ 富山化学工業 35.90
内用薬 6132009F2020 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１錠 トミロン錠１００ 富山化学工業 42.60
内用薬 6132009F2038 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１錠 セトラート錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 33.20
内用薬 6132009F2046 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１錠 ボキシロン錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 33.20
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内用薬 6132010F1034 セフロキシムアキセチル ２５０ｍｇ１錠 オラセフ錠２５０ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

61.90

内用薬 6132011F1039 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
ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 48.50

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 後発品 42.10

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１００
ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 48.50

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 後発品 54.00

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 後発品 54.00

内用薬 6132011F1080 セフポドキシムプロキセ
チル

１００ｍｇ１錠 バナン錠１００ｍｇ 第一三共 82.90

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１００
ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 後発品 48.50

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 後発品 47.50

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 後発品 47.50

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 後発品 55.60

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 後発品 55.60

内用薬 6132011R1078 セフポドキシムプロキセ
チル

５０ｍｇ１ｇ バナンドライシロップ５％ 第一三共 82.00

内用薬 6132012F1025 塩酸セフォチアムヘキセ
チル

１００ｍｇ１錠 パンスポリンＴ錠１００ 武田薬品工業 45.00

内用薬 6132012F2021 塩酸セフォチアムヘキセ
チル

２００ｍｇ１錠 パンスポリンＴ錠２００ 武田薬品工業 65.00

内用薬 6132013C1031 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフゾン細粒小児用１０％ アステラス製薬 129.60
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 後発品 84.40

内用薬 6132013C1058 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 90.00
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 後発品 78.00
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 後発品 87.40

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 後発品 87.40
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 後発品 83.00

内用薬 6132013C1104 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル小児用細粒１０％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 78.00
内用薬 6132013C1112 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「ＴＹ

Ｋ」
大正薬品工業 後発品 87.40

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 後発品 90.00
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 後発品 168.60

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 後発品 41.30
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 後発品 41.30
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 後発品 48.40
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 後発品 48.40
内用薬 6132013M1029 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフゾンカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 59.30
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 後発品 42.80

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 後発品 42.10
内用薬 6132013M1053 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 42.10
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「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 38.30

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「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 42.10
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 後発品 42.80
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 後発品 42.80

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 後発品 42.10
内用薬 6132013M2025 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフゾンカプセル１００ｍｇ アステラス製薬 70.60
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 後発品 48.40

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 後発品 48.40
内用薬 6132013M2076 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 48.40

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「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 46.40

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「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 46.40

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「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 43.50
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 後発品 49.90

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 後発品 47.20
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１

０％「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 110.30

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１
０％「ＥＭＥＣ」

メディサ新薬 後発品 173.20

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１
０％「サワイ」

沢井製薬 後発品 154.00

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１
０％「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 131.60

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１
０％「トーワ」

東和薬品 後発品 168.00

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 後発品 154.00

内用薬 6132015C1103 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ 明治製菓 243.40
内用薬 6132015F1037 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１錠 局 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ 明治製菓 64.10
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 後発品 50.60
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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 後発品 44.80

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 後発品 50.60

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 後発品 48.30

内用薬 6132016C1027 塩酸セフカペンピボキシ
ル

１００ｍｇ１ｇ 局 フロモックス小児用細粒１００ｍｇ 塩野義製薬 210.00
内用薬 6132016C1035 塩酸セフカペンピボキシ

ル
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 後発品 147.00

内用薬 6132016C1043 塩酸セフカペンピボキシ
ル

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 後発品 147.00

内用薬 6132016C1051 塩酸セフカペンピボキシ
ル

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 後発品 147.00

内用薬 6132016C1060 塩酸セフカペンピボキシ
ル

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 後発品 147.00

内用薬 6132016C1078 塩酸セフカペンピボキシ
ル

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 後発品 147.00

内用薬 6132016C1086 塩酸セフカペンピボキシ
ル

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

辰巳化学 後発品 147.00

内用薬 6132016C1094 塩酸セフカペンピボキシ
ル

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒１
０％小児用「日医工」

日医工 後発品 147.00

内用薬 6132016C1108 塩酸セフカペンピボキシ
ル

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 後発品 147.00

内用薬 6132016F1023 塩酸セフカペンピボキシ
ル

７５ｍｇ１錠 局 フロモックス錠７５ｍｇ 塩野義製薬 60.20
内用薬 6132016F1031 塩酸セフカペンピボキシ

ル
７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍ

ｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 41.60

内用薬 6132016F1040 塩酸セフカペンピボキシ
ル

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 41.60

内用薬 6132016F1058 塩酸セフカペンピボキシ
ル

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 41.60

内用薬 6132016F1066 塩酸セフカペンピボキシ
ル

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 41.60

内用薬 6132016F1074 塩酸セフカペンピボキシ
ル

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍ
ｇ「トーワ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 41.60

内用薬 6132016F1082 塩酸セフカペンピボキシ
ル

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 41.60

内用薬 6132016F1090 塩酸セフカペンピボキシ
ル

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍ
ｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 41.60

内用薬 6132016F2020 塩酸セフカペンピボキシ
ル

１００ｍｇ１錠 局 フロモックス錠１００ｍｇ 塩野義製薬 61.70
内用薬 6132016F2038 塩酸セフカペンピボキシ

ル
１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００

ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 42.80

内用薬 6132016F2046 塩酸セフカペンピボキシ
ル

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００
ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 42.80

内用薬 6132016F2054 塩酸セフカペンピボキシ
ル

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００
ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 42.80

内用薬 6132016F2062 塩酸セフカペンピボキシ
ル

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 42.80

内用薬 6132016F2070 塩酸セフカペンピボキシ
ル

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００
ｍｇ「トーワ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 42.80

内用薬 6132016F2089 塩酸セフカペンピボキシ
ル

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 42.80

内用薬 6132016F2097 塩酸セフカペンピボキシ
ル

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００
ｍｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 42.80

内用薬 6135001F1029 ホスホマイシンカルシウ
ム

２５０ｍｇ１錠 ホスミシン錠２５０ 明治製菓 42.00
内用薬 6135001F2025 ホスホマイシンカルシウ

ム
５００ｍｇ１錠 ホスミシン錠５００ 明治製菓 68.30

内用薬 6135001M1044 ホスホマイシンカルシウ
ム

２５０ｍｇ１カプセル ハロスミンカプセル２５０ 日医工ファーマ 後発品 17.50
内用薬 6135001M1052 ホスホマイシンカルシウ

ム
２５０ｍｇ１カプセル ホスマイカプセル２５０ｍｇ 東和薬品 後発品 17.50

内用薬 6135001M2040 ホスホマイシンカルシウ
ム

５００ｍｇ１カプセル ハロスミンカプセル５００ 日医工ファーマ 後発品 28.70
内用薬 6135001M2067 ホスホマイシンカルシウ

ム
５００ｍｇ１カプセル ブルーバシリンカプセル 日医工 後発品 27.00

内用薬 6135001M2130 ホスホマイシンカルシウ
ム

５００ｍｇ１カプセル ホスマイカプセル５００ｍｇ 東和薬品 後発品 28.70
内用薬 6135001R1025 ホスホマイシンカルシウ

ム
２００ｍｇ１ｇ ホスミシンドライシロップ２００ 明治製菓 58.40

内用薬 6135001R2048 ホスホマイシンカルシウ
ム

４００ｍｇ１ｇ ハロスミンドライシロップ４００ 日医工ファーマ 後発品 25.10
内用薬 6135001R2099 ホスホマイシンカルシウ

ム
４００ｍｇ１ｇ ホスホミンドライシロップ４００ ダイト 後発品 29.80

内用薬 6135001R2110 ホスホマイシンカルシウ
ム

４００ｍｇ１ｇ ホスミシンドライシロップ４００ 明治製菓 91.20
内用薬 6139001F1028 ファロペネムナトリウム １５０ｍｇ１錠 局 ファロム錠１５０ｍｇ マルホ 69.90
内用薬 6139001F2024 ファロペネムナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 ファロム錠２００ｍｇ マルホ 72.40
内用薬 6139001R1032 ファロペネムナトリウム １００ｍｇ１ｇ 局 ファロムドライシロップ小児用１０％ マルホ 156.40
内用薬 6139002C1026 テビペネム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ オラペネム小児用細粒１０％ 明治製菓 580.90
内用薬 6139100F1030 アモキシシリン・クラブ

ラン酸カリウム
（１８７．５ｍｇ）１
錠

オーグメンチン錠１２５ グラクソ・スミス
クライン

27.10

内用薬 6139100F1048 アモキシシリン・クラブ
ラン酸カリウム

（１８７．５ｍｇ）１
錠

オーグメンチン配合錠１２５ＳＳ グラクソ・スミス
クライン

27.10

内用薬 6139100F2036 アモキシシリン・クラブ
ラン酸カリウム

（３７５ｍｇ）１錠 オーグメンチン錠２５０ グラクソ・スミス
クライン

38.80

内用薬 6139100F2044 アモキシシリン・クラブ
ラン酸カリウム

（３７５ｍｇ）１錠 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ グラクソ・スミス
クライン

38.80

内用薬 6139100R1028 クラブラン酸カリウム・
アモキシシリン

（６３６．５ｍｇ）１
ｇ

クラバモックス小児用ドライシロップ グラクソ・スミス
クライン

213.70

内用薬 6141001D1033 エチルコハク酸エリスロ
マイシン

２００ｍｇ１ｇ エリスロシンＷ顆粒２０％ アボットジャパン 24.50

内用薬 6141001R1120 エチルコハク酸エリスロ
マイシン

１００ｍｇ１ｇ エリスロシンドライシロップ１０％ アボットジャパン 13.60

内用薬 6141001R2053 エチルコハク酸エリスロ
マイシン

２００ｍｇ１ｇ エリスロシンドライシロップＷ２０％ アボットジャパン 23.30

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 後発品 8.60

内用薬 6141004F1038 ステアリン酸エリスロマ
イシン

１００ｍｇ１錠 エリスロシン錠１００ｍｇ アボットジャパン 9.00

116 / 127 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

内用薬 6141004F2042 ステアリン酸エリスロマ
イシン

２００ｍｇ１錠 エリスロシン錠２００ｍｇ アボットジャパン 15.40

内用薬 6142001F1031 アセチルスピラマイシン １００ｍｇ１錠 アセチルスピラマイシン錠１００ 協和発酵キリン 20.10
内用薬 6142001F2038 アセチルスピラマイシン ２００ｍｇ１錠 アセチルスピラマイシン錠２００ 協和発酵キリン 33.60
内用薬 6145001F1033 ジョサマイシン ５０ｍｇ１錠 局 ジョサマイシン錠５０ｍｇ アステラス製薬 10.90
内用薬 6145001F2048 ジョサマイシン ２００ｍｇ１錠 局 ジョサマイシン錠２００ｍｇ アステラス製薬 20.30
内用薬 6145002Q1039 プロピオン酸ジョサマイ

シン
３０ｍｇ１ｍＬ ジョサマイシロップ３％ アステラス製薬 7.20

内用薬 6145002R1042 プロピオン酸ジョサマイ
シン

１００ｍｇ１ｇ ジョサマイドライシロップ１０％ アステラス製薬 21.60

内用薬 6146001M3040 ミデカマイシン ２００ｍｇ１カプセル メデマイシンカプセル２００ｍｇ 明治製菓 22.20
内用薬 6146002F1027 酢酸ミデカマイシン ２００ｍｇ１錠 ミオカマイシン錠２００ 明治製菓 38.60
内用薬 6146002R1023 酢酸ミデカマイシン １００ｍｇ１ｇ ミオカマイシンドライシロップ１００ 明治製菓 31.10
内用薬 6146002R2020 酢酸ミデカマイシン ２００ｍｇ１ｇ ミオカマイシンドライシロップ２００ 明治製菓 50.60
内用薬 6149001F1024 ロキタマイシン １００ｍｇ１錠 局 リカマイシン錠 旭化成ファーマ 24.00
内用薬 6149001F1032 ロキタマイシン １００ｍｇ１錠 局 リカマイシン錠１００ｍｇ 旭化成ファーマ 24.00
内用薬 6149001R2027 ロキタマイシン ２００ｍｇ１ｇ リカマイシンドライシロップ２００ 旭化成ファーマ 79.90
内用薬 6149002F1029 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ルリッド錠１５０ サノフィ・アベン

ティス
78.10

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 後発品 44.90
内用薬 6149002F1045 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ラドリッド錠１５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 31.50
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 後発品 42.20
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 後発品 51.60
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 後発品 33.40
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 後発品 39.80
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 後発品 33.40

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「Ｍ
ＥＤ」

メディサ新薬 後発品 39.80

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 後発品 39.80

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 後発品 31.50

内用薬 6149003F1023 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 アボットジャパン 66.50
内用薬 6149003F1031 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリス錠５０小児用 大正製薬 63.80
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 後発品 26.90

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
「ＥＭＥＣ」

メディサ新薬 後発品 44.30

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 後発品 44.30

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

後発品 29.20

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「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 25.00

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 後発品 38.20

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 後発品 32.80

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 後発品 40.70

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 後発品 38.20

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 後発品 46.90
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 後発品 40.70
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 後発品 44.30
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「Ｍ

ＥＥＫ」
小林化工 後発品 42.50

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 後発品 40.70

内用薬 6149003F2020 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリシッド錠２００ｍｇ アボットジャパン 99.30
内用薬 6149003F2038 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリス錠２００ 大正製薬 96.60
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「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 42.90

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「Ｅ
ＭＥＣ」

メディサ新薬 後発品 68.50

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「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 64.00

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「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 後発品 62.40

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「Ｐ
Ｈ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 48.70

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「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 42.90
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 後発品 58.40

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 後発品 41.40

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 後発品 48.70

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 後発品 59.90

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 後発品 56.90

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 後発品 67.40
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 後発品 62.40
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 後発品 67.40
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 後発品 59.90
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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 後発品 45.40

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
「ＥＭＥＣ」

メディサ新薬 後発品 79.50

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 後発品 62.80

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 後発品 70.10

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 後発品 66.20

内用薬 6149003R1097 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 68.60

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 後発品 70.10
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１

０％
東和薬品 後発品 75.80

内用薬 6149003R1135 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリシッド・ドライシロップ１０％
小児用

アボットジャパン 107.70

内用薬 6149003R1143 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスドライシロップ１０％小児用 大正製薬 104.60
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 後発品 77.90

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１
０％小児用「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 58.70

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 後発品 66.20

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１
０％小児用「マイラン」

マイラン製薬 後発品 66.20

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 後発品 58.70

内用薬 6149004C1021 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ ジスロマック細粒小児用 ファイザー 346.40
内用薬 6149004C1030 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ ジスロマック細粒小児用１０％ ファイザー 346.40
内用薬 6149004F1028 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ジスロマック錠２５０ｍｇ ファイザー 304.10
内用薬 6149004F2024 アジスロマイシン水和物 ６００ｍｇ１錠 ジスロマック錠６００ｍｇ ファイザー 827.70
内用薬 6149004M1027 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル ジスロマックカプセル小児用１００ｍ

ｇ
ファイザー 237.90

内用薬 6149004R1024 アジスロマイシン水和物 ２ｇ１瓶 ジスロマックＳＲ成人用ドライシロッ
プ２ｇ

ファイザー 2,069.30

内用薬 6149005F1022 テリスロマイシン ３００ｍｇ１錠 ケテック錠３００ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

220.50

内用薬 6151001F1022 クロラムフェニコール ５０ｍｇ１錠 クロロマイセチン５０ 第一三共 9.70
内用薬 6151001F1030 クロラムフェニコール ５０ｍｇ１錠 クロロマイセチン錠５０ 第一三共 9.70
内用薬 6151001F2045 クロラムフェニコール ２５０ｍｇ１錠 クロロマイセチン２５０ 第一三共 25.50
内用薬 6151001F2053 クロラムフェニコール ２５０ｍｇ１錠 クロロマイセチン錠２５０ 第一三共 25.50
内用薬 6151002Q1028 パルミチン酸クロラム

フェニコール
３１．２５ｍｇ１ｍＬ クロロマイセチンパルミテート液（小

児用）
第一三共 7.00

内用薬 6152002M1023 塩酸テトラサイクリン ５０ｍｇ１カプセル アクロマイシンＶカプセル５０ｍｇ ポーラファルマ 8.30
内用薬 6152002M2020 塩酸テトラサイクリン ２５０ｍｇ１カプセル アクロマイシンＶカプセル２５０ｍｇ ポーラファルマ 14.30
内用薬 6152003M1028 塩酸デメチルクロルテト

ラサイクリン
１５０ｍｇ１カプセル レダマイシンカプセル ポーラファルマ 19.50

内用薬 6152003M1036 塩酸デメチルクロルテト
ラサイクリン

１５０ｍｇ１カプセル レダマイシンカプセル１５０ｍｇ ポーラファルマ 19.50

内用薬 6152004F1031 塩酸ドキシサイクリン ５０ｍｇ１錠 パルドマイシン錠５０ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 6152004F1066 塩酸ドキシサイクリン ５０ｍｇ１錠 ラセナマイシン錠５０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 6152004F1074 塩酸ドキシサイクリン ５０ｍｇ１錠 ビブラマイシン錠５０ｍｇ ファイザー 13.10
内用薬 6152004F2070 塩酸ドキシサイクリン １００ｍｇ１錠 ラセナマイシン錠１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 7.60
内用薬 6152004F2089 塩酸ドキシサイクリン １００ｍｇ１錠 ビブラマイシン錠１００ｍｇ ファイザー 23.00
内用薬 6152005D1078 塩酸ミノサイクリン ２０ｍｇ１ｇ ミノペン顆粒２％ 沢井製薬 後発品 12.50
内用薬 6152005D1086 塩酸ミノサイクリン ２０ｍｇ１ｇ クーペラシン顆粒２％ 高田製薬 後発品 10.80
内用薬 6152005D1094 塩酸ミノサイクリン ２０ｍｇ１ｇ ミノマイシン顆粒２％ ワイス 21.40
内用薬 6152005F1028 塩酸ミノサイクリン ５０ｍｇ１錠 局 塩酸ミノサイクリン錠５０「マルコ」 日医工ファーマ 後発品 15.90
内用薬 6152005F1036 塩酸ミノサイクリン ５０ｍｇ１錠 クーペラシン錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 15.30
内用薬 6152005F1044 塩酸ミノサイクリン ５０ｍｇ１錠 ミノペン錠５０ 沢井製薬 後発品 18.40
内用薬 6152005F1052 塩酸ミノサイクリン ５０ｍｇ１錠 ミノマイシン錠５０ｍｇ ワイス 26.10
内用薬 6152005F1079 塩酸ミノサイクリン ５０ｍｇ１錠 ミノトーワ錠５０ 東和薬品 後発品 17.40
内用薬 6152005F2024 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１錠 クーペラシン錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 26.50
内用薬 6152005F2075 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１錠 ミノペン錠１００ 沢井製薬 後発品 31.70
内用薬 6152005F2083 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１錠 ミノマイシン錠１００ｍｇ ワイス 57.60
内用薬 6152005F2105 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１錠 ミノトーワ錠１００ 東和薬品 後発品 32.50
内用薬 6152005M1043 塩酸ミノサイクリン ５０ｍｇ１カプセル ミノマイシンカプセル５０ｍｇ ワイス 26.20
内用薬 6152005M2023 塩酸ミノサイクリン 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 後発品 29.60

内用薬 6152005M2074 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１カプセル ミノマイシンカプセル１００ｍｇ ワイス 56.40
内用薬 6162001M1041 サイクロセリン ２５０ｍｇ１カプセル サイクロセリンカプセル２５０ｍｇ

「明治」
明治製菓 351.30

内用薬 6164001M1054 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 リファジンカプセル 第一三共 33.60
内用薬 6164001M1151 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 リマクタンカプセル サンド 33.50
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 後発品 19.20

内用薬 6164001M1194 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
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 18.10

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 後発品 28.80
内用薬 6164001M1216 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 リファジンカプセル１５０ｍｇ 第一三共 33.60
内用薬 6164001M1224 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 リマクタンカプセル１５０ｍｇ サンド 33.50
内用薬 6169001M1026 リファブチン １５０ｍｇ１カプセル ミコブティンカプセル１５０ｍｇ ファイザー 753.00
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」 明治製菓 後発品 41.70
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 後発品 25.50
内用薬 6173001Q1047 アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ 局 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍ

Ｌ
ブリストル・マイ
ヤーズ

58.00

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 後発品 36.10
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内用薬 6179001F1023 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 ブイフェンド錠５０ｍｇ ファイザー 1,107.60
内用薬 6179001F2020 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 ブイフェンド錠２００ｍｇ ファイザー 3,407.60
内用薬 6191001F1028 アンピシリン・クロキサ

シリンナトリウム
（２５０ｍｇ）１錠 ビクシリンＳ錠 明治製菓 後発品 26.20

内用薬 6191001F1036 アンピシリン・クロキサ
シリンナトリウム

（２５０ｍｇ）１錠 ビクシリンＳ配合錠 明治製菓 後発品 26.20

内用薬 6191001M1051 アンピシリン・クロキサ
シリンナトリウム

（２５０ｍｇ）１カプ
セル

ビクシリンＳカプセル 明治製菓 後発品 25.90

内用薬 6191001M1078 アンピシリン・クロキサ
シリンナトリウム

（２５０ｍｇ）１カプ
セル

ビクシリンＳ配合カプセル 明治製菓 後発品 25.90

内用薬 6199100X1025 ランソプラゾール・アモ
キシシリン・クラリスロ
マイシン

１シート ランサップ４００ 武田薬品工業 709.10

内用薬 6199100X2021 ランソプラゾール・アモ
キシシリン・クラリスロ
マイシン

１シート ランサップ８００ 武田薬品工業 915.80

内用薬 6212002X1011 スルファメトキサゾール １ｇ 局 スルファメトキサゾール 11.20
内用薬 6213001A1020 スルファジメトキシン １ｇ アプシード 第一三共 17.60
内用薬 6213001Q1052 スルファジメトキシン ５％１０ｍＬ アプシードシロップ５％ ニプロパッチ 36.10
内用薬 6219001F1055 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 ラノフェン錠 大正薬品工業 後発品 15.90
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 後発品 18.50
内用薬 6219001F1071 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾピリン錠５００ｍｇ ファイザー 24.80
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 後発品 11.50

内用薬 6219001F1098 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 ラノフェン錠５００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 15.90
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 後発品 36.00
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 後発品 32.20
内用薬 6219001H1056 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ ファイザー 73.10
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 後発品 20.40
内用薬 6219001H2036 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ ファイザー 42.90
内用薬 6219002X1012 スルファメチゾール １ｇ 局 スルファメチゾール 14.60
内用薬 6221001D1036 アルミノパラアミノサリ

チル酸カルシウム
１ｇ アルミノニッパスカルシウム顆粒９

９％
田辺三菱製薬 33.40

内用薬 6221002D1014 パラアミノサリチル酸カ
ルシウム

１ｇ 局 パラアミノサリチル酸カルシウム顆粒 31.80

内用薬 6221003F1028 パラアミノサリチル酸カ
ルシウム

２５０ｍｇ１錠 ニッパスカルシウム錠（０．２５ｇ） 田辺三菱製薬 17.90

内用薬 6222001F2014 イソニアジド ５０ｍｇ１錠 局 イソニアジド錠 9.60
内用薬 6222001F3010 イソニアジド １００ｍｇ１錠 局 イソニアジド錠 9.60
内用薬 6222001X1013 イソニアジド １ｇ 局 イソニアジド 9.00
内用薬 6222001X1030 イソニアジド １ｇ 局 イソニアジド「三恵」 三恵薬品 9.20
内用薬 6222005A1027 イソニアジドメタンスル

ホン酸ナトリウム
１ｇ ネオイスコチン 第一三共 18.20

内用薬 6222005A1035 イソニアジドメタンスル
ホン酸ナトリウム

１ｇ ネオイスコチン原末 第一三共 18.20

内用薬 6222005F1024 イソニアジドメタンスル
ホン酸ナトリウム

１００ｍｇ１錠 ネオイスコチン錠 第一三共 5.90

内用薬 6222005F1032 イソニアジドメタンスル
ホン酸ナトリウム

１００ｍｇ１錠 ネオイスコチン錠１００ｍｇ 第一三共 5.90

内用薬 6223001X1010 ピラジナミド １ｇ 局 ピラジナミド 31.90
内用薬 6224001F1039 エチオナミド １００ｍｇ１錠 ツベルミン錠１００ｍｇ 明治製菓 161.50
内用薬 6225001F1036 塩酸エタンブトール １２５ｍｇ１錠 エブトール１２５ｍｇ錠 科研製薬 10.10
内用薬 6225001F1044 塩酸エタンブトール １２５ｍｇ１錠 エサンブトール錠１２５ｍｇ サンド 10.70
内用薬 6225001F2032 塩酸エタンブトール ２５０ｍｇ１錠 エブトール２５０ｍｇ錠 科研製薬 20.50
内用薬 6225001F2040 塩酸エタンブトール ２５０ｍｇ１錠 エサンブトール錠２５０ｍｇ サンド 20.50
内用薬 6239001M1022 クロファジミン ５０ｍｇ１カプセル ランプレンカプセル５０ｍｇ サンド 239.80
内用薬 6241001F1250 ナリジクス酸 ２５０ｍｇ１錠 ウイントマイロン錠２５０ 第一三共 24.90
内用薬 6241001F1277 ナリジクス酸 ２５０ｍｇ１錠 ウナセルス錠２５０ｍｇ イセイ 後発品 7.30
内用薬 6241001F2036 ナリジクス酸 ５００ｍｇ１錠 ウイントマイロン錠５００ 第一三共 46.40
内用薬 6241001F2044 ナリジクス酸 ５００ｍｇ１錠 ウイントリン錠５００ 三恵薬品 後発品 11.90
内用薬 6241001Q1073 ナリジクス酸 ５％１ｍＬ ウイントマイロンシロップ５％ ニプロパッチ 6.60
内用薬 6241002F1018 ピペミド酸三水和物 ２５０ｍｇ１錠 ピペミド酸三水和物２５０ｍｇ錠 後発品 7.60
内用薬 6241002F1107 ピペミド酸三水和物 ２５０ｍｇ１錠 ドルコール錠２５０ｍｇ 日医工 60.50
内用薬 6241003F1020 ピロミド酸 ２５０ｍｇ１錠 パナシッド錠 大日本住友製薬 33.90
内用薬 6241004M1032 シノキサシン ２００ｍｇ１カプセル タツレキシンカプセル２００ｍｇ 辰巳化学 後発品 41.10
内用薬 6241005F1011 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン１００ｍｇ錠 後発品 6.20
内用薬 6241005F1020 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 バクシダール錠１００ｍｇ 杏林製薬 43.20
内用薬 6241005F1224 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン錠１００「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 10.30

内用薬 6241005F2018 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン２００ｍｇ錠 後発品 7.50
内用薬 6241005F2026 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 バクシダール錠２００ｍｇ 杏林製薬 67.80
内用薬 6241005F2255 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン錠２００「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 17.40

内用薬 6241005F3022 ノルフロキサシン ５０ｍｇ１錠 小児用バクシダール錠５０ｍｇ 杏林製薬 69.20
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 後発品 39.40
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」
メディサ新薬 後発品 47.00

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 後発品 27.90

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 後発品 42.60
内用薬 6241006F1083 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 タリフロン錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 55.40
内用薬 6241006F1091 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 フロキン錠１００ｍｇ ハイゾン製薬 後発品 27.90
内用薬 6241006F1105 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 リビゲット錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 25.10
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 後発品 25.10
内用薬 6241006F1121 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 タリビッド錠１００ｍｇ 第一三共 86.10
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 後発品 25.10

内用薬 6241007F1029 エノキサシン １００ｍｇ１錠 フルマーク錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 62.40
内用薬 6241007F2025 エノキサシン ２００ｍｇ１錠 フルマーク錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 111.90
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内用薬 6241008F1023 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロキサン錠１００ｍｇ バイエル薬品 59.40
内用薬 6241008F1031 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 ジスプロチン錠１００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 20.00
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 後発品 28.00
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 後発品 25.60
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 後発品 45.90
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 後発品 30.20
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 後発品 25.50
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 後発品 20.80
内用薬 6241008F2020 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロキサン錠２００ｍｇ バイエル薬品 106.40
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 後発品 41.90
内用薬 6241008F2054 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 ジスプロチン錠２００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 28.80
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 後発品 23.80
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 後発品 62.90
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 後発品 38.70
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 後発品 28.80
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 後発品 36.50
内用薬 6241008F2119 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 ベンジング錠２００ｍｇ 陽進堂 後発品 24.70
内用薬 6241009F1028 塩酸ロメフロキサシン ２００ｍｇ１錠 バレオン錠２００ｍｇ アボットジャパン 109.00
内用薬 6241009M1027 塩酸ロメフロキサシン １００ｍｇ１カプセル バレオンカプセル１００ｍｇ アボットジャパン 61.70
内用薬 6241009M1035 塩酸ロメフロキサシン １００ｍｇ１カプセル ロメバクトカプセル１００ｍｇ 塩野義製薬 103.80
内用薬 6241010C1024 トシル酸トスフロキサシ

ン
１５０ｍｇ１ｇ オゼックス細粒小児用１５％ 富山化学工業 557.20

内用薬 6241010F1020 トシル酸トスフロキサシ
ン

７５ｍｇ１錠 局 オゼックス錠７５ 富山化学工業 83.00
内用薬 6241010F1039 トシル酸トスフロキサシ

ン
７５ｍｇ１錠 局 トスキサシン錠７５ｍｇ アボットジャパン 93.70

内用薬 6241010F1047 トシル酸トスフロキサシ
ン

７５ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 53.00

内用薬 6241010F1055 トシル酸トスフロキサシ
ン

７５ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 53.00

内用薬 6241010F1063 トシル酸トスフロキサシ
ン

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 53.00

内用薬 6241010F1071 トシル酸トスフロキサシ
ン

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 53.00

内用薬 6241010F1080 トシル酸トスフロキサシ
ン

７５ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 53.00

内用薬 6241010F1098 トシル酸トスフロキサシ
ン

７５ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍ
ｇ「サンド」

サンド 後発品 53.00

内用薬 6241010F1101 トシル酸トスフロキサシ
ン

７５ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍ
ｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 53.00

内用薬 6241010F1110 トシル酸トスフロキサシ
ン

７５ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍ
ｇ「タナベ」

田辺三菱製薬 後発品 53.00

内用薬 6241010F1128 トシル酸トスフロキサシ
ン

７５ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 53.00

内用薬 6241010F2027 トシル酸トスフロキサシ
ン

１５０ｍｇ１錠 局 オゼックス錠１５０ 富山化学工業 100.20
内用薬 6241010F2035 トシル酸トスフロキサシ

ン
１５０ｍｇ１錠 局 トスキサシン錠１５０ｍｇ アボットジャパン 121.80

内用薬 6241010F2043 トシル酸トスフロキサシ
ン

１５０ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 64.80

内用薬 6241010F2051 トシル酸トスフロキサシ
ン

１５０ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０
ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 64.80

内用薬 6241010F2060 トシル酸トスフロキサシ
ン

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０
ｍｇ「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 64.80

内用薬 6241010F2078 トシル酸トスフロキサシ
ン

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 64.80

内用薬 6241010F2086 トシル酸トスフロキサシ
ン

１５０ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 64.80

内用薬 6241010F2094 トシル酸トスフロキサシ
ン

１５０ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０
ｍｇ「サンド」

サンド 後発品 64.80

内用薬 6241010F2108 トシル酸トスフロキサシ
ン

１５０ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０
ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 64.80

内用薬 6241010F2116 トシル酸トスフロキサシ
ン

１５０ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０
ｍｇ「タナベ」

田辺三菱製薬 後発品 64.80

内用薬 6241010F2124 トシル酸トスフロキサシ
ン

１５０ｍｇ１錠 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 64.80

内用薬 6241011F1025 スパルフロキサシン １００ｍｇ１錠 スパラ錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 202.00
内用薬 6241013C1028 レボフロキサシン １００ｍｇ１ｇ クラビット細粒 第一三共 188.80
内用薬 6241013C1036 レボフロキサシン １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 126.60
内用薬 6241013C1044 レボフロキサシン １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 115.30
内用薬 6241013C1052 レボフロキサシン １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 123.90

内用薬 6241013C1060 レボフロキサシン １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 115.30

内用薬 6241013C1079 レボフロキサシン １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 133.30
内用薬 6241013C1087 レボフロキサシン １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「タカ

タ」
高田製薬 後発品 108.60

内用薬 6241013C1095 レボフロキサシン １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「日医
工」

日医工 後発品 118.00
内用薬 6241013C1109 レボフロキサシン １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 133.30

内用薬 6241013C2024 レボフロキサシン １００ｍｇ１ｇ（レボ
フロキサシンとして）

クラビット細粒１０％ 第一三共 130.00

内用薬 6241013F1024 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 クラビット錠 第一三共 147.20
内用薬 6241013F1032 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｂ

Ｔ」
バイオテックベイ 後発品 60.90

内用薬 6241013F1040 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 94.20
内用薬 6241013F1059 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｄ

Ｋ」
大興製薬 後発品 94.20

内用薬 6241013F1067 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 100.20
内用薬 6241013F1075 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリック 後発品 107.60

内用薬 6241013F1083 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＫＲ
Ｍ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 97.40

内用薬 6241013F1091 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 109.90

内用薬 6241013F1105 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 94.20
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内用薬 6241013F1113 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 84.80

内用薬 6241013F1121 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 105.00

内用薬 6241013F1130 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 79.50
内用薬 6241013F1148 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｚ

Ｅ」
全星薬品工業 後発品 105.00

内用薬 6241013F1156 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 95.30

内用薬 6241013F1164 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 95.30

内用薬 6241013F1172 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 76.70

内用薬 6241013F1180 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 94.20

内用薬 6241013F1199 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「科
研」

シオノケミカル 後発品 97.40
内用薬 6241013F1202 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 105.00

内用薬 6241013F1210 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 84.80

内用薬 6241013F1229 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 95.30

内用薬 6241013F1237 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 107.60

内用薬 6241013F1245 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 92.20

内用薬 6241013F1253 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 90.00

内用薬 6241013F1261 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「あす
か」

ニプロジェネファ 後発品 86.80

内用薬 6241013F2020 レボフロキサシン ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

クラビット錠２５０ｍｇ 第一三共 286.10

内用薬 6241013F3027 レボフロキサシン ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

クラビット錠５００ｍｇ 第一三共 515.70

内用薬 6241013S1022 レボフロキサシン ２５ｍｇ１ｍＬ レボフロキサシン内用液２５ｍｇ／ｍ
Ｌ「トーワ」

東和薬品 後発品 32.00

内用薬 6241015F1023 プルリフロキサシン １００ｍｇ１錠（活性
本体として）

スオード錠１００ 明治製菓 105.10

内用薬 6241016F1028 塩酸モキシフロキサシン ４００ｍｇ１錠 アベロックス錠４００ｍｇ バイエル薬品 491.80
内用薬 6241017F1022 メシル酸ガレノキサシン

水和物
２００ｍｇ１錠 ジェニナック錠２００ｍｇ 富山化学工業 269.80

内用薬 6241018C1020 シタフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ グレースビット細粒１０％ 第一三共 576.00
内用薬 6241018F1027 シタフロキサシン水和物 ５０ｍｇ１錠 グレースビット錠５０ｍｇ 第一三共 228.00
内用薬 6249002F1024 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 ザイボックス錠６００ｍｇ ファイザー 12,935.90
内用薬 6250001M1038 ジドブジン １００ｍｇ１カプセル レトロビルカプセル１００ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
302.10

内用薬 6250002D1016 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル４０％顆粒 後発品 59.80
内用薬 6250002D1024 アシクロビル ４０％１ｇ ゾビラックス顆粒４０％ グラクソ・スミス

クライン
405.40

内用薬 6250002D1040 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビン顆粒４０％ 日医工 後発品 117.70
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 後発品 135.50
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 後発品 163.70
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 後発品 106.20
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 後発品 167.50
内用薬 6250002F1017 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル２００ｍｇ錠 後発品 32.70
内用薬 6250002F1025 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ゾビラックス錠２００ グラクソ・スミス

クライン
265.40

内用薬 6250002F1033 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシロベック錠２００ 沢井製薬 後発品 68.30
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 後発品 93.00
内用薬 6250002F1068 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビン錠２００ 日医工 後発品 79.70
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 後発品 58.00
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 後発品 58.00
内用薬 6250002F1114 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ビクロックス錠２００ 小林化工 後発品 84.30
内用薬 6250002F1130 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ビルヘキサル錠２００ｍｇ サンド 後発品 58.00
内用薬 6250002F1149 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ベルクスロン錠２００ 東和薬品 後発品 68.30
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 後発品 70.00

内用薬 6250002F2013 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル４００ｍｇ錠 後発品 56.10
内用薬 6250002F2021 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ゾビラックス錠４００ グラクソ・スミス

クライン
403.90

内用薬 6250002F2048 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビン錠４００ 日医工 後発品 110.50
内用薬 6250002F2064 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシロベック錠４００ 沢井製薬 後発品 91.30
内用薬 6250002F2072 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ビクロックス錠４００ 小林化工 後発品 132.10
内用薬 6250002F2099 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ベルクスロン錠４００ 東和薬品 後発品 110.50
内用薬 6250002F2102 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ゾビクロビル錠４００ 日本薬品工業 後発品 80.80
内用薬 6250002F2161 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ビルヘキサル錠４００ｍｇ サンド 後発品 80.80
内用薬 6250002F2170 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 クロベート錠４００ ポーラファルマ 後発品 80.80
内用薬 6250002F2188 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ゾビアトロン錠４００ 鶴原製薬 後発品 60.10
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 後発品 115.50

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 後発品 110.50
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 後発品 211.30
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 後発品 638.30
内用薬 6250002Q3029 アシクロビル ８％１ｍＬ ビクロックスシロップ８％ 小林化工 後発品 43.80
内用薬 6250002Q3037 アシクロビル ８％１ｍＬ グロスパールシロップ８％ 高田製薬 後発品 40.10
内用薬 6250002R1021 アシクロビル ８０％１ｇ アストリックドライシロップ８０％ 日本化薬 後発品 304.30
内用薬 6250002R1030 アシクロビル ８０％１ｇ アシロベックＤＳ８０％ 沢井製薬 後発品 257.20
内用薬 6250003F1020 ジダノシン ２５ｍｇ１錠 ヴァイデックス錠２５ ブリストル・マイ

ヤーズ
220.10
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内用薬 6250003F2026 ジダノシン ５０ｍｇ１錠 ヴァイデックス錠５０ ブリストル・マイ
ヤーズ

443.10

内用薬 6250003F3022 ジダノシン １００ｍｇ１錠 ヴァイデックス錠１００ ブリストル・マイ
ヤーズ

918.40

内用薬 6250003M1029 ジダノシン １２５ｍｇ１カプセル ヴァイデックスＥＣカプセル１２５ ブリストル・マイ
ヤーズ

1,121.80

内用薬 6250003M2025 ジダノシン ２００ｍｇ１カプセル ヴァイデックスＥＣカプセル２００ ブリストル・マイ
ヤーズ

1,744.10

内用薬 6250006F1031 ラミブジン １５０ｍｇ１錠 エピビル錠１５０ グラクソ・スミス
クライン

953.60

内用薬 6250006F2020 ラミブジン ３００ｍｇ１錠 エピビル錠３００ グラクソ・スミス
クライン

1,854.60

内用薬 6250007M1035 硫酸インジナビルエタ
ノール付加物

２００ｍｇ１カプセル クリキシバンカプセル２００ｍｇ 萬有製薬 114.80

内用薬 6250009M1026 サニルブジン １５ｍｇ１カプセル ゼリットカプセル１５ ブリストル・マイ
ヤーズ

479.10

内用薬 6250009M2022 サニルブジン ２０ｍｇ１カプセル ゼリットカプセル２０ ブリストル・マイ
ヤーズ

484.10

内用薬 6250010F1020 メシル酸サキナビル ５００ｍｇ１錠 インビラーゼ錠５００ｍｇ 中外製薬 419.30
内用薬 6250010M1037 メシル酸サキナビル ２００ｍｇ１カプセル インビラーゼカプセル２００ｍｇ 中外製薬 162.20
内用薬 6250011M1031 リトナビル １００ｍｇ１カプセル ノービア・ソフトカプセル１００ｍｇ アボットジャパン 122.40
内用薬 6250011S1022 リトナビル ８０ｍｇ１ｍＬ ノービア・リキッド アボットジャパン 106.30
内用薬 6250011S1030 リトナビル ８０ｍｇ１ｍＬ ノービア内用液８％ アボットジャパン 106.30
内用薬 6250012F1029 メシル酸ネルフィナビル ２５０ｍｇ１錠 ビラセプト錠 日本たばこ産業 157.70
内用薬 6250012F1037 メシル酸ネルフィナビル ２５０ｍｇ１錠 ビラセプト錠２５０ｍｇ 日本たばこ産業 157.70
内用薬 6250013F1023 ネビラピン ２００ｍｇ１錠 ビラミューン錠２００ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
968.60

内用薬 6250014F1036 硫酸アバカビル ３００ｍｇ１錠 ザイアジェン錠３００ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

985.70

内用薬 6250015F1022 エファビレンツ ６００ｍｇ１錠 ストックリン錠６００ｍｇ 萬有製薬 1,863.70
内用薬 6250015F2029 エファビレンツ ２００ｍｇ１錠 ストックリン錠２００ｍｇ 萬有製薬 649.40
内用薬 6250015M1021 エファビレンツ ２００ｍｇ１カプセル ストックリンカプセル２００ 萬有製薬 649.40
内用薬 6250017F1021 メシル酸デラビルジン ２００ｍｇ１錠 レスクリプター錠２００ｍｇ ファイザー 315.40
内用薬 6250019D1020 塩酸バラシクロビル ５０％１ｇ バルトレックス顆粒５０％ グラクソ・スミス

クライン
577.20

内用薬 6250019F1020 塩酸バラシクロビル ５００ｍｇ１錠 バルトレックス錠５００ グラクソ・スミス
クライン

559.00

内用薬 6250020F1023 ラミブジン １００ｍｇ１錠 ゼフィックス錠１００ グラクソ・スミス
クライン

622.00

内用薬 6250021M1027 リン酸オセルタミビル ７５ｍｇ１カプセル タミフルカプセル７５ 中外製薬 309.10
内用薬 6250021R1024 リン酸オセルタミビル ３％１ｇ タミフルドライシロップ３％ 中外製薬 237.20
内用薬 6250022F1022 リバビリン ２００ｍｇ１錠 コペガス錠２００ｍｇ 中外製薬 767.30
内用薬 6250022M1021 リバビリン ２００ｍｇ１カプセル レベトールカプセル２００ｍｇ シェリング・プラ

ウ
764.60

内用薬 6250023M1026 硫酸アタザナビル １５０ｍｇ１カプセル レイアタッツカプセル１５０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

552.20

内用薬 6250023M2022 硫酸アタザナビル ２００ｍｇ１カプセル レイアタッツカプセル２００ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

744.40

内用薬 6250024F1021 フマル酸テノホビルジソ
プロキシル

３００ｍｇ１錠 ビリアード錠３００ｍｇ 日本たばこ産業 1,988.00

内用薬 6250025F1026 バルガンシクロビル塩酸
塩

４５０ｍｇ１錠 バリキサ錠４５０ｍｇ 田辺三菱製薬 2,942.90
内用薬 6250026F1020 アデホビルピボキシル １０ｍｇ１錠 ヘプセラ錠１０ グラクソ・スミス

クライン
1,252.10

内用薬 6250027F1025 ホスアンプレナビルカル
シウム水和物

７００ｍｇ１錠 レクシヴァ錠７００ グラクソ・スミス
クライン

774.40

内用薬 6250028M1029 エムトリシタビン ２００ｍｇ１カプセル エムトリバカプセル２００ｍｇ 日本たばこ産業 1,618.10
内用薬 6250029F1024 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 バラクルード錠０．５ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
1,032.30

内用薬 6250030F1027 ダルナビル　エタノール
付加物

３００ｍｇ１錠 プリジスタ錠３００ｍｇ ヤンセンファーマ 430.20

内用薬 6250030F2023 ダルナビル　エタノール
付加物

４００ｍｇ１錠 プリジスタナイーブ錠４００ｍｇ ヤンセンファーマ 921.90

内用薬 6250031F1021 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムビル錠２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 560.30
内用薬 6250032F1026 ラルテグラビルカリウム ４００ｍｇ１錠 アイセントレス錠４００ｍｇ 萬有製薬 1,510.40
内用薬 6250033F1020 エトラビリン １００ｍｇ１錠 インテレンス錠１００ｍｇ ヤンセンファーマ 618.70
内用薬 6250034F1025 マラビロク １５０ｍｇ１錠 シーエルセントリ錠１５０ｍｇ ファイザー 2,278.80
内用薬 6250100F1024 ジドブジン・ラミブジン １錠 コンビビル錠 グラクソ・スミス

クライン
1,860.00

内用薬 6250100F1032 ジドブジン・ラミブジン １錠 コンビビル配合錠 グラクソ・スミス
クライン

1,860.00

内用薬 6250101F1029 ロピナビル・リトナビル １錠 カレトラ錠 アボットジャパン 377.10
内用薬 6250101F1037 ロピナビル・リトナビル １錠 カレトラ配合錠 アボットジャパン 377.10
内用薬 6250101S1027 ロピナビル・リトナビル １ｍＬ カレトラ・リキッド アボットジャパン 155.40
内用薬 6250101S1035 ロピナビル・リトナビル １ｍＬ カレトラ配合内用液 アボットジャパン 155.40
内用薬 6250102F1023 ラミブジン・硫酸アバカ

ビル
１錠 エプジコム錠 グラクソ・スミス

クライン
3,870.50

内用薬 6250102F1031 ラミブジン・硫酸アバカ
ビル

１錠 エプジコム配合錠 グラクソ・スミス
クライン

3,870.50

内用薬 6250103F1028 エムトリシタビン・フマ
ル酸テノホビルジソプロ
キシル

１錠 ツルバダ錠 日本たばこ産業 3,756.30

内用薬 6250103F1036 エムトリシタビン・フマ
ル酸テノホビルジソプロ
キシル

１錠 ツルバダ配合錠 日本たばこ産業 3,756.30

内用薬 6290001F1050 フルシトシン ５００ｍｇ１錠 アンコチル錠５００ｍｇ 共和薬品工業 276.10
内用薬 6290002M1020 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル ジフルカンカプセル５０ｍｇ ファイザー 616.00
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 後発品 508.60
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 後発品 209.60
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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 後発品 370.60
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 後発品 303.90
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 後発品 224.50

内用薬 6290002M1119 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナールカプセル５０ 沢井製薬 後発品 281.40
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 後発品 348.70

内用薬 6290002M2026 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル ジフルカンカプセル１００ｍｇ ファイザー 1,056.40
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 後発品 626.70
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 後発品 425.00
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 後発品 626.70

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 後発品 637.90
内用薬 6290002M2107 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナールカプセル１００ 沢井製薬 後発品 513.40
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 後発品 453.00

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 後発品 626.70

内用薬 6290003X1039 ミコナゾール ２％１ｇ フロリードゲル経口用２％ 持田製薬 108.60
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 後発品 289.80
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 後発品 176.90
内用薬 6290004F1046 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコネート錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 242.80
内用薬 6290004F1054 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラリール錠５０ 全星薬品工業 後発品 218.70
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 後発品 176.90
内用薬 6290004F2026 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠１００「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 514.00

内用薬 6290004F2034 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラリール錠１００ 全星薬品工業 後発品 421.80
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 後発品 322.50
内用薬 6290004F2050 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコネート錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 371.40
内用薬 6290004F3022 イトラコナゾール ２００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠２００「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 872.50

内用薬 6290004M1029 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトリゾールカプセル５０ ヤンセンファーマ 463.10
内用薬 6290004M1037 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イコナゾンカプセル５０ 大洋薬品工業 後発品 165.80
内用薬 6290004M1045 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イデノラートカプセル５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 186.80
内用薬 6290004M1053 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトラコンカプセル５０ 日医工 後発品 224.70
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 後発品 258.20
内用薬 6290004S1028 イトラコナゾール １％１ｍＬ イトリゾール内用液１％ ヤンセンファーマ 107.10
内用薬 6290005F1024 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 ラミシール錠１２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
228.60

内用薬 6290005F1032 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 ケルガー錠１２５ｍｇ 前田薬品工業 後発品 87.40
内用薬 6290005F1040 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テビーナ錠１２５ｍｇ 岩城製薬 後発品 141.10
内用薬 6290005F1059 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テビナシール錠１２５ｍｇ 東亜薬品 後発品 100.10
内用薬 6290005F1067 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビー錠１２５ｍｇ ダイト 後発品 134.70
内用薬 6290005F1075 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 87.40
内用薬 6290005F1083 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 111.40
内用薬 6290005F1091 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 141.10
内用薬 6290005F1105 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 117.80
内用薬 6290005F1113 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 141.10
内用薬 6290005F1121 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 117.80
内用薬 6290005F1130 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サン

ド」
サンド 後発品 111.40

内用薬 6290005F1148 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 100.10

内用薬 6290005F1164 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナール錠１２５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 146.10
内用薬 6290005F1172 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルフィナビン錠１２５ｍｇ 日医工 後発品 146.10
内用薬 6290005F1180 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルミシール錠１２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 130.50
内用薬 6290005F1199 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 ネドリール錠１２５ｍｇ 高田製薬 後発品 162.40
内用薬 6290005F1202 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 ビラス錠１２５ｍｇ ジェイドルフ製薬 後発品 158.00
内用薬 6290005F1210 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 ラミテクト錠１２５ｍｇ 沢井製薬 後発品 130.50
内用薬 6290005F1229 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 リプノール錠１２５ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 107.90
内用薬 6290005F1237 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＭＥ

Ｄ」
メディサ新薬 後発品 146.10

内用薬 6290005F1245 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 103.60

内用薬 6290005F1253 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 107.90
内用薬 6290100D1045 スルファメトキサゾー

ル・トリメトプリム
１ｇ バクタ顆粒 塩野義製薬 85.40

内用薬 6290100D1053 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１ｇ バクトラミン顆粒 中外製薬 65.90

内用薬 6290100D1061 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１ｇ ダイフェン顆粒 鶴原製薬 後発品 19.30

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 後発品 19.30

内用薬 6290100D1088 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１ｇ バクタ配合顆粒 塩野義製薬 85.40

内用薬 6290100D1096 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１ｇ バクトラミン配合顆粒 中外製薬 65.90

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

後発品 16.90

内用薬 6290100F2077 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１錠 バクタ錠 塩野義製薬 83.50

内用薬 6290100F2093 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１錠 バクトラミン錠 中外製薬 64.80

内用薬 6290100F2115 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１錠 バクタ配合錠 塩野義製薬 83.50

内用薬 6290100F2123 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１錠 バクトラミン配合錠 中外製薬 64.80

内用薬 6415001X1010 エチル炭酸キニーネ １ｇ 局 エチル炭酸キニーネ 125.60
内用薬 6415002X1014 塩酸キニーネ １ｇ 局 塩酸キニーネ 135.40
内用薬 6415003X1019 硫酸キニーネ １ｇ 局 硫酸キニーネ 118.80
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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 後発品 45.90
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 後発品 125.50
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 後発品 19.70
内用薬 6419002F1131 メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 局 フラジール内服錠２５０ｍｇ 塩野義製薬 37.30
内用薬 6419003F1039 塩酸メフロキン ２７５ｍｇ１錠 メファキン「ヒサミツ」錠２７５ 久光製薬 827.90
内用薬 6419100F1025 スルファドキシン・ピリ

メタミン
１錠 ファンシダール錠 中外製薬 465.40

内用薬 6422001X1014 チモール １ｇ 局 チモール 17.30
内用薬 6424001X1019 サントニン １ｇ 局 サントニン 251.20
内用薬 6428001F1012 クエン酸ジエチルカルバ

マジン
５０ｍｇ１錠 局 クエン酸ジエチルカルバマジン錠 9.70

内用薬 6429001F1028 パモ酸ピランテル １００ｍｇ１錠 コンバントリン錠 佐藤製薬 52.40
内用薬 6429001F1036 パモ酸ピランテル １００ｍｇ１錠 コンバントリン錠１００ｍｇ 佐藤製薬 52.40
内用薬 6429001R1024 パモ酸ピランテル １０％１ｇ コンバントリンドライシロップ 佐藤製薬 78.50
内用薬 6429001R1032 パモ酸ピランテル １０％１ｇ コンバントリンドライシロップ１００

ｍｇ
佐藤製薬 78.50

内用薬 6429005F1026 メベンダゾール １００ｍｇ１錠 ※ メベンダゾール錠１００（ヤンセン
ファーマ）

ヤンセンファーマ 364.60

内用薬 6429006F1020 プラジカンテル ６００ｍｇ１錠 ビルトリシド錠 バイエル薬品 1,243.20
内用薬 6429006F1039 プラジカンテル ６００ｍｇ１錠 ビルトリシド錠６００ｍｇ バイエル薬品 1,243.20
内用薬 6429007F1033 アルベンダゾール ２００ｍｇ１錠 エスカゾール錠２００ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
429.50

内用薬 6429008F1020 イベルメクチン ３ｍｇ１錠 ストロメクトール錠３ｍｇ 萬有製薬 751.10
内用薬 7111001X1019 乳糖 １０ｇ 局 乳糖 19.90
内用薬 7111001X1051 乳糖 １０ｇ 局 ※ 乳糖（日医工ファーマ） 日医工ファーマ 20.90
内用薬 7111001X1086 乳糖 １０ｇ 局 乳糖水和物「ケンエー」 健栄製薬 20.90
内用薬 7111001X1108 乳糖 １０ｇ 局 ※ 乳糖（三恵） 三恵薬品 20.90
内用薬 7111001X1116 乳糖 １０ｇ 局 ※ 乳糖（シオエ） シオエ製薬 22.10
内用薬 7111001X1183 乳糖 １０ｇ 局 ※ 乳糖（日興製薬） 日興製薬 20.90
内用薬 7111001X1191 乳糖 １０ｇ 局 乳糖「ホエイ」 マイラン製薬 22.10
内用薬 7111001X1248 乳糖 １０ｇ 局 ※ 乳糖（山善） 山善製薬 20.90
内用薬 7111001X1299 乳糖 １０ｇ 局 ※ 乳糖（ニプロファーマ） ニプロファーマ 22.10
内用薬 7111001X1302 乳糖 １０ｇ 局 乳糖水和物原末「マルイシ」 丸石製薬 22.10
内用薬 7111001X1310 乳糖 １０ｇ 局 乳糖水和物「ヨシダ」 吉田製薬 22.10
内用薬 7112001X1016 コムギデンプン １０ｇ 局 コムギデンプン 12.40
内用薬 7112002X1010 コメデンプン １０ｇ 局 コメデンプン 12.40
内用薬 7112003X1015 トウモロコシデンプン １０ｇ 局 トウモロコシデンプン 8.10
内用薬 7112003X1058 トウモロコシデンプン １０ｇ 局 トウモロコシデンプン「ホエイ」 マイラン製薬 9.00
内用薬 7112003X1074 トウモロコシデンプン １０ｇ 局 ※ トウモロコシデンプン（吉田製薬） 吉田製薬 9.00
内用薬 7112004X1010 バレイショデンプン １０ｇ 局 バレイショデンプン 8.10
内用薬 7112004X1060 バレイショデンプン １０ｇ 局 バレイショデンプン「ケンエー」 健栄製薬 8.40
内用薬 7112004X1087 バレイショデンプン １０ｇ 局 ※ バレイショデンプン（三恵） 三恵薬品 8.40
内用薬 7112004X1095 バレイショデンプン １０ｇ 局 ※ バレイショデンプン（シオエ） シオエ製薬 8.90
内用薬 7112004X1109 バレイショデンプン １０ｇ 局 ※ バレイショデンプン（純生） 純生薬品工業 8.90
内用薬 7112004X1230 バレイショデンプン １０ｇ 局 ※ バレイショデンプン（吉田製薬） 吉田製薬 8.90
内用薬 7119001X1017 亜硫酸水素ナトリウム １０ｇ 局 亜硫酸水素ナトリウム 10.80
内用薬 7119002X1011 カプセル １０個 局 カプセル 15.50
内用薬 7131001X1011 精製水 １０ｍＬ 局 精製水 1.50
内用薬 7131001X1054 精製水 １０ｍＬ 局 精製水「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 1.70
内用薬 7131001X1097 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（共栄） 共栄製薬 1.90
内用薬 7131001X1100 精製水 １０ｍＬ 局 精製水「ケンエー」 健栄製薬 1.70
内用薬 7131001X1143 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（シオエ） シオエ製薬 2.30
内用薬 7131001X1259 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（日興製薬） 日興製薬 1.70
内用薬 7131001X1380 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（吉田製薬） 吉田製薬 1.90
内用薬 7131001X1402 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（中北） 中北薬品 1.90
内用薬 7142001X1015 単シロップ １０ｍＬ 局 単シロップ 8.50
内用薬 7142001X1031 単シロップ １０ｍＬ 局 単シロップ「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 9.30
内用薬 7142001X1040 単シロップ １０ｍＬ 局 単シロップ「ケンエー」 健栄製薬 9.00
内用薬 7142001X1066 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（シオエ） シオエ製薬 9.00
内用薬 7142001X1090 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（東洋製化） 東洋製薬化成 9.30
内用薬 7142001X1120 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（中北） 中北薬品 9.00
内用薬 7142001X1139 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（日興製薬） 日興製薬 9.30
内用薬 7142001X1171 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（丸石） 丸石製薬 9.00
内用薬 7142001X1180 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（山善） 山善製薬 9.00
内用薬 7142001X1198 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（ヤクハン） ヤクハン製薬 9.00
内用薬 7142001X1236 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（ＪＧ） 日本ジェネリック 9.30
内用薬 7143001X1012 ウイキョウ油 １ｍＬ 局 ウイキョウ油 65.00
内用薬 7143002S1010 カンゾウエキス １ｇ 局 カンゾウエキス 9.10
内用薬 7143003B1030 ケイヒ末・サンショウ末

配合剤
１ｇ ※ 芳香散（鈴粉末） 鈴粉末薬品 4.30

内用薬 7149001X1016 サッカリンナトリウム １ｇ 局 サッカリンナトリウム 6.20
内用薬 7149001X1032 サッカリンナトリウム １ｇ 局 ※ サッカリンナトリウム（小堺） 小堺製薬 6.40
内用薬 7149002X1010 白糖 １０ｇ 局 白糖 11.50
内用薬 7149003X1015 ハチミツ １０ｇ 局 ハチミツ 12.00
内用薬 7149003X1066 ハチミツ １０ｇ 局 ハチミツ「ケンエー」 健栄製薬 12.90
内用薬 7149003X1139 ハチミツ １０ｇ 局 ※ ハチミツ（東海製薬） 東海製薬 13.80
内用薬 7149003X1201 ハチミツ １０ｇ 局 ※ ハチミツ（丸石） 丸石製薬 13.80
内用薬 7149004X1010 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール 16.10
内用薬 7149004X1028 ｌ－メントール １ｇ 局 ※ ｌ－メントール（岩城） 岩城製薬 23.90
内用薬 7149004X1044 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール．ＯＹ 日医工ファーマ 23.90
内用薬 7149004X1052 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール「ケンエー」 健栄製薬 25.50
内用薬 7149004X1060 ｌ－メントール １ｇ 局 ※ ｌ－メントール（小堺） 小堺製薬 19.40
内用薬 7149004X1079 ｌ－メントール １ｇ 局 「純生」ハッカ脳 純生薬品工業 19.40
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内用薬 7149004X1117 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール「ホエイ」 マイラン製薬 27.10
内用薬 7149004X1150 ｌ－メントール １ｇ 局 ※ ｌ－メントール（山善） 山善製薬 23.70
内用薬 7149004X1192 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール「ヨシダ」 吉田製薬 23.90
内用薬 7149005X1014 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ハッカ水 7.40
内用薬 7149005X1030 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ハッカ水「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 8.00
内用薬 7149005X1049 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ハッカ水「ケンエー」 健栄製薬 8.00
内用薬 7149005X1065 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ※ ハッカ水（シオエ） シオエ製薬 8.00
内用薬 7149006X1019 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油 9.10
内用薬 7149006X1043 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油．ＯＹ 日医工ファーマ 14.50
内用薬 7149006X1060 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「ケンエー」 健栄製薬 19.20
内用薬 7149006X1078 ハッカ油 １ｍＬ 局 ※ ハッカ油（小堺） 小堺製薬 16.30
内用薬 7149006X1086 ハッカ油 １ｍＬ 局 「純生」ハッカ油 純生薬品工業 14.50
内用薬 7149006X1116 ハッカ油 １ｍＬ 局 ※ ハッカ油（東洋製化） 東洋製薬化成 17.20
内用薬 7149006X1124 ハッカ油 １ｍＬ 局 ※ ハッカ油（東海製薬） 東海製薬 11.80
内用薬 7149006X1159 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油ＦＭ フヂミ製薬所 19.20
内用薬 7149006X1183 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油．ＹＩ 山田製薬 17.20
内用薬 7149006X1191 ハッカ油 １ｍＬ 局 ※ ハッカ油（山善） 山善製薬 17.20
内用薬 7149006X1221 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「ニッコー」 日興製薬 14.50
内用薬 7149006X1248 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「ヨシダ」 吉田製薬 17.20
内用薬 7149006X1272 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「東豊」 東豊薬品 18.20
内用薬 7149007X1013 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸 13.20
内用薬 7149007X1056 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸．ＯＹ 日医工ファーマ 14.60
内用薬 7149007X1072 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸「ケンエー」 健栄製薬 15.00
内用薬 7149007X1080 クエン酸 １０ｇ 局 ※ クエン酸（小堺） 小堺製薬 14.50
内用薬 7149007X1099 クエン酸 １０ｇ 局 「純生」クエン酸 純生薬品工業 15.00
内用薬 7149007X1110 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸〈ハチ〉 東洋製薬化成 15.00
内用薬 7149007X1129 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸「ホエイ」 マイラン製薬 14.60
内用薬 7149007X1153 クエン酸 １０ｇ 局 ※ クエン酸（山善） 山善製薬 15.00
内用薬 7149007X1196 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸「ニッコー」 日興製薬 14.60
内用薬 7149007X1226 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸水和物「ヨシダ」 吉田製薬 15.00
内用薬 7149008X1018 無水クエン酸 １０ｇ 局 無水クエン酸 12.20
内用薬 7149009X1012 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸 22.40
内用薬 7149009X1047 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸．ＯＹ 日医工ファーマ 27.00
内用薬 7149009X1063 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「ケンエー」 健栄製薬 27.00
内用薬 7149009X1071 酒石酸 １０ｇ 局 ※ 酒石酸（小堺） 小堺製薬 26.40
内用薬 7149009X1101 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「司生堂」 司生堂製薬 26.40
内用薬 7149009X1152 酒石酸 １０ｇ 局 ※ 酒石酸（山善） 山善製薬 27.00
内用薬 7149009X1187 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「カナダ」 金田直隆商店 26.40
内用薬 7149009X1209 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「ニッコー」 日興製薬 27.50
内用薬 7211001X1030 アミドトリゾ酸ナトリウ

ムメグルミン
１ｍＬ ガストログラフイン経口・注腸用 バイエル薬品 17.00

内用薬 7212001X1020 硫酸バリウム ９５．９７％１０ｇ ウムブラゾル－Ａ 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212005S1020 硫酸バリウム ７９％１０ｍＬ ネオダルムゾル 共成製薬 14.40
内用薬 7212006B1025 硫酸バリウム ９７％１０ｇ ネオバルギン共成 共成製薬 14.80
内用薬 7212009X1026 硫酸バリウム ９８．４７％１０ｇ バリトゲン 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212009X1034 硫酸バリウム ９８．４７％１０ｇ ネオバルギンＳ 共成製薬 14.80
内用薬 7212010X1029 硫酸バリウム ９７．９８％１０ｇ バリトゲン－デラックス 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212012S1020 炭酸ガス・硫酸バリウム １０ｍＬ バリトップ１００ 堺化学工業 20.20
内用薬 7212012S1047 炭酸ガス・硫酸バリウム １０ｍＬ バリトップ１２０ 堺化学工業 27.20
内用薬 7212013B1025 硫酸バリウム ９４．６％１０ｇ バリトップＰ 堺化学工業 15.00
内用薬 7212013S1025 硫酸バリウム １５０％１０ｍＬ バリトップゾル１５０ 堺化学工業 26.40
内用薬 7212019X1020 硫酸バリウム ９７％１０ｇ バロスパースＷ 堀井薬品工業 15.10
内用薬 7212020B1033 硫酸バリウム ９８％１０ｇ バリブライトＰ 堺化学工業 15.00
内用薬 7212020B3036 硫酸バリウム ９８．１％１０ｇ バリコンクＦ 堺化学工業 15.00
内用薬 7212021X1019 硫酸バリウム １０ｇ 局 硫酸バリウム 17.30
内用薬 7212022A1029 硫酸バリウム ９９％１０ｇ バリコンミール 堀井薬品工業 15.10
内用薬 7212022A1037 硫酸バリウム ９９％１０ｇ バリトップＨＤ 堺化学工業 15.10
内用薬 7212022A2025 硫酸バリウム ９９．０％１０ｇ バリトゲンＳＨＤ 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212022A2033 硫酸バリウム ９９．０％１０ｇ ネオバルギンＥＨＤ 共成製薬 14.80
内用薬 7212022S2098 硫酸バリウム ７５％１０ｍＬ バムスターＧ７５ 共成製薬 14.40
内用薬 7212022S5020 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ バムスターＳ１００ 共成製薬 14.80
内用薬 7212022S5038 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ バリトゲンゾル 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212022S5046 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ バルギンＳゾル３号 共成製薬 14.80
内用薬 7212022S6034 硫酸バリウム １２０％１０ｍＬ バリブライトＲ 堺化学工業 21.60
内用薬 7212022S7022 硫酸バリウム １３０％１０ｍＬ バムスターＳ１３０ 共成製薬 19.80
内用薬 7212022S8029 硫酸バリウム ２００％１０ｍＬ バムスターＳ２００ 共成製薬 30.00
内用薬 7212022S9025 硫酸バリウム １８０％１０ｍＬ バリブライトゾル１８０ 堺化学工業 33.00
内用薬 7212025X1025 硫酸バリウム １４５％１０ｍＬ バリトゲンゾル１４５ 伏見製薬所 25.10
内用薬 7212029X1023 硫酸バリウム ９８．６％１０ｇ バリトゲンＨＤ 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212029X1031 硫酸バリウム ９８．６％１０ｇ ネオバルギンＨＤ 共成製薬 14.80
内用薬 7212030S1029 硫酸バリウム １．５％３００ｍＬ１

瓶
バリトップＣＴ 堺化学工業 272.10

内用薬 7212030S1037 硫酸バリウム １．５％３００ｍＬ１
瓶

バリトゲンＣＴ 伏見製薬所 251.30
内用薬 7212031B1031 硫酸バリウム ９８．５％１０ｇ バリテスターＡ２４０散 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212031B1040 硫酸バリウム ９８．５％１０ｇ ネオバルギンＵＨＤ 共成製薬 14.80
内用薬 7212032B1028 硫酸バリウム ９９．１％１０ｇ バリブライトＣＬ 堺化学工業 15.00
内用薬 7212033B1022 硫酸バリウム ９９．４％１０ｇ バリコンクＭＸ 堺化学工業 15.00
内用薬 7212034B1027 硫酸バリウム ９９．５％１０ｇ バリブライトＬＶ 堺化学工業 15.00
内用薬 7212035B1021 硫酸バリウム ９９．３６％１０ｇ ウムブラＭＤ 伏見製薬所 14.80
内用薬 7213005S1028 クエン酸マグネシウム ２５０ｍＬ１瓶 マグコロール 堀井薬品工業 422.20
内用薬 7213011D1024 炭酸水素ナトリウム・酒

石酸
１ｇ バリトゲン発泡顆粒 伏見製薬所 後発品 12.40
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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 後発品 12.30

内用薬 7213013D1023 炭酸水素ナトリウム・酒
石酸

１ｇ バロス発泡顆粒 堀井薬品工業 16.00

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 後発品 17.20

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 後発品 12.40

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 後発品 12.10

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 後発品 6.20
内用薬 7213018S1025 クエン酸マグネシウム １ｇ マグコロールＰ 堀井薬品工業 8.20
内用薬 7223001M1035 メチラポン ２５０ｍｇ１カプセル メトピロンカプセル２５０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
160.00

内用薬 7229001S1020 ベンチロミド ５％１０ｍＬ１管 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液 サンノーバ 975.20
内用薬 7229001S1038 ベンチロミド ５％１０ｍＬ１管 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５０

０ｍｇ
サンノーバ 975.20

内用薬 7290001S1037 デンプン部分加水分解物 １５０ｍＬ１瓶 トレーランＧ液５０ｇ 味の素 140.80
内用薬 7290003S1044 デンプン部分加水分解物 ２２５ｍＬ１瓶 トレーランＧ液７５ｇ 味の素 201.30
内用薬 7290004B1030 クエン酸鉄アンモニウム ６００ｍｇ１包 フェリセルツ散２０％ 大塚製薬 973.80
内用薬 7290005D1028 尿素（１３Ｃ） １００ｍｇ１包 ユービット顆粒分包１００ｍｇ 大塚製薬 3,138.60
内用薬 7290005F1029 尿素（１３Ｃ） １００ｍｇ１錠 ピロニック錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 2,971.20
内用薬 7290005F1037 尿素（１３Ｃ） １００ｍｇ１錠 ユービット錠１００ｍｇ 大塚製薬 3,104.00
内用薬 7290006S1021 塩化マンガン四水和物 １０ｍｇ２５０ｍＬ１

袋
ボースデル内用液１０ 明治乳業 1,260.60

内用薬 7319001X1018 安息香酸 １０ｇ 局 安息香酸 17.50
内用薬 7319002X1012 安息香酸ナトリウム １０ｇ 局 安息香酸ナトリウム 24.60
内用薬 7990001S2015 Ｄ－ソルビトール ６５％１０ｍＬ 局 Ｄ－ソルビトール液 11.50
内用薬 7990001S3011 Ｄ－ソルビトール ７５％１０ｍＬ 局 Ｄ－ソルビトール液 12.60
内用薬 7990001X1016 Ｄ－ソルビトール １０ｇ 局 Ｄ－ソルビトール 15.90
内用薬 7990002B2028 プロナーゼ ２０，０００単位 ガスチーム 日医工ファーマ 121.00
内用薬 7990002B2036 プロナーゼ ２０，０００単位 プロナーゼＭＳ 科研製薬 140.80
内用薬 7990003F1028 バレニクリン酒石酸塩 ０．５ｍｇ１錠 チャンピックス錠０．５ｍｇ ファイザー 132.60
内用薬 7990003F2024 バレニクリン酒石酸塩 １ｍｇ１錠 チャンピックス錠１ｍｇ ファイザー 237.40
内用薬 7990100A1033 ナトリウム・カリウム配

合剤
１袋 スクリット 大洋薬品工業 後発品 651.10

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 後発品 597.60

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 後発品 668.70

内用薬 7990100A1068 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ムーベン 日本製薬 後発品 806.60

内用薬 7990100A1076 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ニフレック内用 味の素 1,257.00

内用薬 7990100A1084 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ロレナック シオノケミカル 後発品 557.20

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 後発品 651.10

内用薬 7990100A1106 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ニフレック配合内用剤 味の素 1,257.00

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 後発品 806.60

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 後発品 557.20

内用薬 7990101F1027 リン酸二水素ナトリウム
一水和物・無水リン酸水
素二ナトリウム

１錠 ビジクリア錠 ゼリア新薬工業 54.80

内用薬 7990101F1035 リン酸二水素ナトリウム
一水和物・無水リン酸水
素二ナトリウム

１錠 ビジクリア配合錠 ゼリア新薬工業 54.80

内用薬 8112001A1018 アヘン １ｇ 局 麻 アヘン末 1,080.50
内用薬 8112001B1013 アヘン １０％１ｇ 局 麻 アヘン散 260.00
内用薬 8113001S1010 アヘンチンキ １０％１ｍＬ 局 麻 アヘンチンキ 194.20
内用薬 8114001X1015 塩酸アヘンアルカロイド １ｇ 局 麻 塩酸アヘンアルカロイド 1,319.60
内用薬 8114002X1010 塩酸エチルモルヒネ １ｇ 局 麻 塩酸エチルモルヒネ 8,145.10
内用薬 8114003F1019 塩酸モルヒネ １０ｍｇ１錠 局 麻 塩酸モルヒネ錠 128.30
内用薬 8114003X1014 塩酸モルヒネ １ｇ 局 麻 塩酸モルヒネ 2,226.00
内用薬 8114004C1025 硫酸モルヒネ ２％１ｇ 麻 モルペス細粒２％ 藤本製薬 後発品 412.90
内用薬 8114004C2021 硫酸モルヒネ ６％１ｇ 麻 モルペス細粒６％ 藤本製薬 後発品 1,129.00
内用薬 8114004D1039 硫酸モルヒネ ３０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒３０ｍｇ 大日本住友製薬 771.40
内用薬 8114004D2035 硫酸モルヒネ ６０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒６０ｍｇ 大日本住友製薬 1,450.60
内用薬 8114004D3031 硫酸モルヒネ １２０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒１２０ｍｇ 大日本住友製薬 2,454.70
内用薬 8114004F1021 硫酸モルヒネ ２０ｍｇ１錠 麻 ピーガード錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬工場 528.80
内用薬 8114004F2028 硫酸モルヒネ ３０ｍｇ１錠 麻 ピーガード錠３０ｍｇ 田辺三菱製薬工場 767.90
内用薬 8114004F3024 硫酸モルヒネ ６０ｍｇ１錠 麻 ピーガード錠６０ｍｇ 田辺三菱製薬工場 1,386.70
内用薬 8114004F4020 硫酸モルヒネ １２０ｍｇ１錠 麻 ピーガード錠１２０ｍｇ 田辺三菱製薬工場 2,593.00
内用薬 8114004G1027 硫酸モルヒネ １０ｍｇ１錠 麻 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ 塩野義製薬 247.90
内用薬 8114004G2023 硫酸モルヒネ ３０ｍｇ１錠 麻 ＭＳコンチン錠３０ｍｇ 塩野義製薬 725.10
内用薬 8114004G3020 硫酸モルヒネ ６０ｍｇ１錠 麻 ＭＳコンチン錠６０ｍｇ 塩野義製薬 1,328.10
内用薬 8114004N1026 硫酸モルヒネ ２０ｍｇ１カプセル 麻 カディアンカプセル２０ｍｇ 大日本住友製薬 536.10
内用薬 8114004N2022 硫酸モルヒネ ３０ｍｇ１カプセル 麻 カディアンカプセル３０ｍｇ 大日本住友製薬 764.00
内用薬 8114004N3029 硫酸モルヒネ ６０ｍｇ１カプセル 麻 カディアンカプセル６０ｍｇ 大日本住友製薬 1,440.80
内用薬 8114004N4025 硫酸モルヒネ １０ｍｇ１カプセル 麻 ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ 帝國製薬 後発品 209.20
内用薬 8114004N5021 硫酸モルヒネ ３０ｍｇ１カプセル 麻 ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ 帝國製薬 後発品 567.90
内用薬 8114004N6028 硫酸モルヒネ ６０ｍｇ１カプセル 麻 ＭＳツワイスロンカプセル６０ｍｇ 帝國製薬 後発品 1,056.60
内用薬 8114005N1020 塩酸モルヒネ ３０ｍｇ１カプセル 麻 パシーフカプセル３０ｍｇ 武田薬品工業 801.10
内用薬 8114005N2027 塩酸モルヒネ ６０ｍｇ１カプセル 麻 パシーフカプセル６０ｍｇ 武田薬品工業 1,483.10
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内用薬 8114005N3023 塩酸モルヒネ １２０ｍｇ１カプセル 麻 パシーフカプセル１２０ｍｇ 武田薬品工業 2,774.90
内用薬 8114005S1024 塩酸モルヒネ ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 麻 オプソ内服液５ｍｇ 大日本住友製薬 122.40
内用薬 8114005S2020 塩酸モルヒネ １０ｍｇ５ｍＬ１包 麻 オプソ内服液１０ｍｇ 大日本住友製薬 227.40
内用薬 8115001F1017 リン酸コデイン ２０ｍｇ１錠 局 麻 リン酸コデイン錠 78.30
内用薬 8115001X1012 リン酸コデイン １ｇ 局 麻 リン酸コデイン 1,194.80
内用薬 8115002B2016 リン酸コデイン １０％１ｇ 局 麻 リン酸コデイン散１０％ 146.50
内用薬 8115003X1011 リン酸ジヒドロコデイン １ｇ 局 麻 リン酸ジヒドロコデイン 1,161.10
内用薬 8115004B2015 リン酸ジヒドロコデイン １０％１ｇ 局 麻 リン酸ジヒドロコデイン散１０％ 152.00
内用薬 8119001F1032 オキシメテバノール ２ｍｇ１錠 麻 メテバニール錠２ｍｇ 第一三共プロ

ファーマ
105.50

内用薬 8119002B1027 塩酸オキシコドン ０．５％１ｇ 麻 オキノーム散０．５％ 塩野義製薬 130.40
内用薬 8119002G1024 塩酸オキシコドン ５ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠５ｍｇ 塩野義製薬 149.60
内用薬 8119002G2020 塩酸オキシコドン １０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠１０ｍｇ 塩野義製薬 279.20
内用薬 8119002G3027 塩酸オキシコドン ２０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠２０ｍｇ 塩野義製薬 523.00
内用薬 8119002G4023 塩酸オキシコドン ４０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠４０ｍｇ 塩野義製薬 965.20
内用薬 8119100B1018 アヘン・トコン １ｇ 局 麻 アヘン・トコン散 278.30
内用薬 8211001X1019 塩酸ペチジン １ｇ 局 麻 塩酸ペチジン 4,062.50
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