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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
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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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