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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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