
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 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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