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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
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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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