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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 4490012F1042 塩酸オザグレル １００ｍｇ１錠 オザグレル錠１００「ＫＮ」 小林化工 後発品 40.80 H22.11.19収載

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 ＭＳＤ 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 ＭＳＤ 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 エピナスチン塩酸塩 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 エピナスチン塩酸塩 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 エピナスチン塩酸塩 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 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アルピード錠１０ ダイト 後発品 77.30
内用薬 4490014F1068 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アレナピオン錠１０ 長生堂製薬 後発品 28.10
内用薬 4490014F1076 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エルピナン錠１０ 東和薬品 後発品 73.30
内用薬 4490014F1084 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アレルオフ錠１０ 日医工 後発品 51.00
内用薬 4490014F1092 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ヘルボッツ錠１０ 陽進堂 後発品 31.90
内用薬 4490014F1106 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アスモット錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 28.10
内用薬 4490014F1114 エピナスチン塩酸塩 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 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 チムケント錠１０ 日新製薬（山形） 後発品 45.00
内用薬 4490014F1130 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン錠１０ｍｇ「ＫＴ」 寿製薬 後発品 62.70
内用薬 4490014F1149 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アレジオテック錠１０ 日本薬品工業 後発品 67.80 H22.5.28収載

内用薬 4490014F1157 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ピナジオン錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 28.10 H22.5.28収載

内用薬 4490014F1165 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨ
ＯＳ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 28.10 H23.6.24収載

内用薬 4490014F1173 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アレゲイン錠１０
キョーリンリメ
ディオ

後発品 28.10 H23.11.28収載

内用薬 4490014F1181 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 27.10 H23.11.28収載

内用薬 4490014F1190 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 28.10 H23.11.28収載

内用薬 4490014F1203 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ユピテル錠１０ 岩城製薬 後発品 45.00 H23.11.28収載

内用薬 4490014F2013 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩２０ｍｇ錠 後発品 33.30 H23.11.11一般名等

内用薬 4490014F2021 エピナスチン塩酸塩 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 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ユピテル錠２０ 岩城製薬 後発品 58.70
内用薬 4490014F2048 エピナスチン塩酸塩 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 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン錠２０ｍｇ「ＫＴ」 寿製薬 後発品 79.70
内用薬 4490014F2064 エピナスチン塩酸塩 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 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ピナジオン錠２０ 大正薬品工業 後発品 43.40 H22.6.30まで
内用薬 4490014F2080 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アルピード錠２０ ダイト 後発品 112.90
内用薬 4490014F2099 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アプラチン錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 41.90 H22.6.30まで
内用薬 4490014F2110 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アスモット錠２０ｍｇ 辰巳化学 後発品 43.40
内用薬 4490014F2129 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アレナピオン錠２０ 長生堂製薬 後発品 45.30
内用薬 4490014F2137 エピナスチン塩酸塩 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 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エルピナン錠２０ 東和薬品 後発品 110.60
内用薬 4490014F2153 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 チムケント錠２０ 日新製薬（山形） 後発品 58.70
内用薬 4490014F2161 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アレルオフ錠２０ 日医工 後発品 62.90
内用薬 4490014F2170 エピナスチン塩酸塩 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 エピナスチン塩酸塩 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 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ヘルボッツ錠２０ 陽進堂 後発品 53.40
内用薬 4490014F2218 エピナスチン塩酸塩 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 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ピナジオン錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 43.40
内用薬 4490014M1024 エピナスチン塩酸塩 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 H23.3.31まで

内用薬 4490014R1021 エピナスチン塩酸塩 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 4490014R1030 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ アズサレオン小児用ドライシロップ
１％

シオノケミカル 後発品 33.40 H22.5.28収載

内用薬 4490014R1048 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナジオンＤＳ小児用１％ メディサ新薬 後発品 47.00 H22.5.28収載

内用薬 4490014R1056 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エルピナンＤＳ小児用１％ 東和薬品 後発品 77.10 H22.5.28収載

内用薬 4490014R1064 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用
「日医工」

日医工 後発品 33.40 H23.6.24収載

内用薬 4490014S1031 エピナスチン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ アプラチン内服液０．２％ 大洋薬品工業 後発品 24.70 H22.6.30まで
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内用薬 4490014S1040 エピナスチン塩酸塩 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 スプラタストトシル酸塩 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 スプラタストトシル酸塩 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

スプラタストトシル酸塩
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
スプラタストトシル酸塩

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 H22.8.31まで

内用薬 4490016M1066
スプラタストトシル酸塩

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 4490016M1074 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
スプラタストトシル酸塩カプセル５０
ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 36.10 H23.11.28収載

内用薬 4490016M2020 スプラタストトシル酸塩 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

スプラタストトシル酸塩
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 スプラタストトシル酸塩 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

スプラタストトシル酸塩
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 H22.8.31まで

内用薬 4490016M2062
スプラタストトシル酸塩

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
スプラタストトシル酸塩

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 スプラタストトシル酸塩 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 4490017F2033 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＡＦ

Ｐ」
アルフレッサ
ファーマ

後発品 64.70 H23.6.24収載

内用薬 4490017F2041 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 64.70 H23.6.24収載

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

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 H24.3.31まで

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 4490017R1203 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％
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 45.50 H23.4.1収載

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 4490019F1168 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 38.50 H23.6.24収載

内用薬 4490019F1176 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 34.70 H23.11.28収載
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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 4490019F2164 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 57.90 H23.6.24収載

内用薬 4490019F2172 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 52.10 H23.11.28収載

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 4490019F3160 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 38.50 H23.11.28収載

内用薬 4490019F3179 エバスチン ５ｍｇ１錠
エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 34.70 H23.11.28収載

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 4490019F4167 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 57.90 H23.11.28収載

内用薬 4490019F4175 エバスチン １０ｍｇ１錠
エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 52.10 H23.11.28収載

内用薬 4490020F1020 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 H22.6.30まで
内用薬 4490020F1047 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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

内用薬 4490020F1098 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 H23.3.31まで
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内用薬 4490020F1284 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５「ＮＵＰ」 ザイダスファーマ 後発品 31.00
内用薬 4490020F2019 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠 後発品 23.40 H23.11.11一般名等

内用薬 4490020F2027 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 H22.6.30まで
内用薬 4490020F2043 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 H23.3.31まで

内用薬 4490020F2280 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０「ＮＵＰ」 ザイダスファーマ 後発品 84.10
内用薬 4490020F3023 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 61.50 H22.5.28収載

内用薬 4490020F4020 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 84.10 H22.5.28収載

内用薬 4490020R1027 セチリジン塩酸塩 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 セチリジン塩酸塩 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 4490023F3027 塩酸フェキソフェナジン ６０ｍｇ１錠 アレグラＯＤ錠６０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

82.30 H23.6.24収載

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 H23.3.31まで
内用薬 4490025D1022 塩酸オロパタジン ０．５％１ｇ アレロック顆粒０．５％ 協和発酵キリン 82.50 H23.9.12収載

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 4490025F3026 塩酸オロパタジン ２．５ｍｇ１錠 アレロックＯＤ錠２．５ 協和発酵キリン 50.20 H22.11.19収載

内用薬 4490025F4022 塩酸オロパタジン ５ｍｇ１錠 アレロックＯＤ錠５ 協和発酵キリン 63.90 H22.11.19収載

内用薬 4490026C1021 モンテルカストナトリウ ４ｍｇ１包 キプレス細粒４ｍｇ 杏林製薬 242.70
内用薬 4490026C1030 モンテルカストナトリウ ４ｍｇ１包 シングレア細粒４ｍｇ ＭＳＤ 242.70
内用薬 4490026F1044 モンテルカストナトリウ 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 ５ｍｇ１錠 シングレアチュアブル錠５ｍｇ ＭＳＤ 237.30
内用薬 4490026F2040 モンテルカストナトリウ 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 １０ｍｇ１錠 シングレア錠１０ｍｇ ＭＳＤ 252.70
内用薬 4490026F3020 モンテルカストナトリウ 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 ５ｍｇ１錠 シングレア錠５ｍｇ ＭＳＤ 186.70
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内用薬 4490027F1022 ロラタジン １０ｍｇ１錠 クラリチン錠１０ｍｇ ＭＳＤ 116.10

内用薬 4490027F1030 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1049 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1057 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1065 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1073 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1081 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1090 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1103 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1111 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1120 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ケミファ」 ダイト 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1138 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1146 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1154 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1162 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1170 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F1189 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2029 ロラタジン １０ｍｇ１錠 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ＭＳＤ 116.10

内用薬 4490027F2037 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2045 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2053 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2061 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2070 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2088 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2096 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2100 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2118 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2126 ロラタジン １０ｍｇ１錠
ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

ダイト 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2134 ロラタジン １０ｍｇ１錠
ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「興和テ
バ」

大正薬品工業 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2142 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2150 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2169 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2177 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2185 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2193 ロラタジン １０ｍｇ１錠
ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2207 ロラタジン １０ｍｇ１錠
ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027F2215 ロラタジン １０ｍｇ１錠
ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「モ
チダ」

救急薬品工業 後発品 81.30 H23.11.28収載

内用薬 4490027R1029 ロラタジン １％１ｇ クラリチンドライシロップ１％ ＭＳＤ 239.90

内用薬 4490027R1037 ロラタジン １％１ｇ
ロラタジンドライシロップ１％「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 167.90 H23.11.28収載

内用薬 4490027R1045 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「タナベ」 長生堂製薬 後発品 167.90 H23.11.28収載

内用薬 4490027R1053 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「トーワ」 東和薬品 後発品 167.90 H23.11.28収載

内用薬 4490028F1027 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ザイザル錠５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

121.90 H22.12.10収載

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
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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 局 カッコウ 13.70 H23.4.1局方品

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
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 カンキョウ １０ｇ 局 カンキョウ 14.50 H23.11.11一般名等

内用薬 5100038X1027 カンキョウ １０ｇ 局 ウチダのカンキョウＭ ウチダ和漢薬 14.80
内用薬 5100038X1035 カンキョウ １０ｇ 局 トチモトの乾姜 栃本天海堂 15.50
内用薬 5100038X1051 カンキョウ 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 カンキョウ 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
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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 H24.3.31まで
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
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 H24.3.31まで
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
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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
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 ブシ １０ｇ 局 修治ブシ 138.70 H24.3.31まで
内用薬 5100099X1023 ブシ １０ｇ 局 マツウラの修治附子（調剤用） 松浦薬業 138.70 H23.11.11一般名等

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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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
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
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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 小堺製薬 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 H24.3.31まで
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
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
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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 局 ニクズク 18.50 H23.4.1局方品

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 H24.3.31まで
内用薬 5100162X1029 ブシ １０ｇ 局 ウチダの附子 ウチダ和漢薬 159.10 H23.11.11一般名等

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 ブシ １０ｇ 局 ホウブシ 87.40 H24.3.31まで
内用薬 5100166X1027 ブシ １０ｇ 局 ウチダの炮附子 ウチダ和漢薬 96.10
内用薬 5100166X1035 ブシ １０ｇ 局 トチモトのホウブシ 栃本天海堂 87.40 H23.11.11一般名等

内用薬 5100167X1013 ボクソク １０ｇ 局 ボクソク 10.50 H23.4.1局方品

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
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 局 リュウガンニク 31.50 H23.4.1局方品

内用薬 5100181X1030 リュウガンニク １０ｇ 局 トチモトのリュウガンニク 栃本天海堂 34.00 H23.4.1局方品

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 局 ツムラの生薬リュウガンニク ツムラ 34.00 H24.3.31まで H23.4.1局方品

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
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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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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
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
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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 H23.3.31まで

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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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



115 / 135 ページ

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名

診療報酬に
おいて加算
等の算定対
象となる後
発医薬品

薬価
経過措置によ
る使用期限

備考品名

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 H23.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 H24.3.31まで

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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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
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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 H23.3.31まで
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
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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで

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 H23.3.31まで
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
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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 H23.3.31まで
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
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 H24.3.31まで
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
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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 H24.3.31まで
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

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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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

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 H23.3.31まで
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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 H23.3.31まで
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 H23.3.31まで

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 H23.3.31まで
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
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
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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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 H23.3.31まで
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
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
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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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 H24.3.31まで
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

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 ブシ末 １ｇ 局 花扇加工ブシ末Ｋ 小西製薬 14.30
内用薬 5900001A1033 ブシ末 １ｇ 局 本草加工ブシ末 本草製薬 10.50
内用薬 5900001A1041 ブシ末 １ｇ 局 オースギ加工ブシ末 高砂薬業 11.20
内用薬 5900001F1022 ブシ末 １６６．６７ｍｇ１錠 アコニンサン錠 三和生薬 5.60
内用薬 5900001X1036 ブシ末 １ｇ 局 加工ブシ末「三和生薬」 三和生薬 12.60
内用薬 5900002A1020 ブシ末 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 ブシ末 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 ブシ末 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 ＭＳＤ 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 リンコマイシン塩酸塩水

和物
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 バンコマイシン塩酸塩 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 バンコマイシン塩酸塩 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 バンコマイシン塩酸塩 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 バンコマイシン塩酸塩 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 バンコマイシン塩酸塩 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 局 メリシン錠５０ｍｇ 武田薬品工業 77.60 H23.4.1局方品
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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」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

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」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

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」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

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 ポリミキシンＢ硫酸塩 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 ポリミキシンＢ硫酸塩 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 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ アモリン細粒１０％ 武田薬品工業 17.70
内用薬 6131001C1210 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ サワシリン細粒１０％ アステラス製薬 13.10
内用薬 6131001C1228 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ パセトシン細粒１０％ 協和発酵キリン 11.30
内用薬 6131001C1236 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ アモキシシリン細粒１０％「タツミ」 辰巳化学 後発品 6.20 H23.6.24収載

内用薬 6131001C1244 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒１００
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 9.70 H23.11.28収載

内用薬 6131001C2089 アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒２００ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 15.40

内用薬 6131001C2097 アモキシシリン水和物 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 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１錠 サワシリン錠２５０ アステラス製薬 14.30
内用薬 6131001F2042 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１錠 パセトシン錠２５０ 協和発酵キリン 11.50
内用薬 6131001M1029 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 アモリンカプセル１２５ 武田薬品工業 15.20 H23.4.1局方品

内用薬 6131001M1070 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 パセトシンカプセル１２５ 協和発酵キリン 11.00 H23.4.1局方品

内用薬 6131001M1088 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 サワシリンカプセル１２５ アステラス製薬 13.70 H23.3.18収載

内用薬 6131001M1096 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ
「タツミ」

辰巳化学 後発品 6.80 H23.6.24収載

内用薬 6131001M1100 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局
アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7.30 H23.11.28収載

内用薬 6131001M1118 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局
アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 6.80 H23.11.28収載

内用薬 6131001M2149 アモキシシリン水和物 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 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモリンカプセル２５０ 武田薬品工業 19.00 H23.4.1局方品

内用薬 6131001M2211 アモキシシリン水和物 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 H23.3.31まで
内用薬 6131001M2297 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ

「タツミ」
辰巳化学 後発品 6.90 H23.4.1局方品

内用薬 6131001M2300 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 サワシリンカプセル２５０ アステラス製薬 14.10 H23.4.1局方品

内用薬 6131001M2319 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 パセトシンカプセル２５０ 協和発酵キリン 11.10 H23.4.1局方品

内用薬 6131001M2327 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 6.90 H23.4.1局方品

内用薬 6131001M2335 アモキシシリン水和物 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 アンピシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル ビクシリンカプセル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
　

20.70 H22.6.30まで
内用薬 6131002M1147 アンピシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル ビクシリンカプセル２５０ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
20.70

内用薬 6131002R1098 アンピシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ ビクシリンドライシロップ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
　

13.40 H22.6.30まで
内用薬 6131002R1110 アンピシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ ビクシリンドライシロップ１０％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
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 H23.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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
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 H23.3.31まで

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 H23.3.31まで

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 H23.3.31まで

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 H23.3.31まで
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 H24.3.31まで

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 局 センセファリンカプセル１２５ 武田薬品工業 後発品 28.10 H23.4.1局方品

内用薬 6132002M2159 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 局 センセファリンカプセル２５０ 武田薬品工業 31.70 H23.4.1局方品

内用薬 6132002M2167 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 局 ラリキシンカプセル２５０ｍｇ 富山化学工業 後発品 11.50 H23.4.1局方品

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 局 ケフレックスカプセル２５０ｍｇ 塩野義製薬 31.20 H23.4.1局方品

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 H23.3.31まで

内用薬 6132002M2205 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 局 シンクルカプセル２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 11.50 H23.4.1局方品

内用薬 6132002R1141 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 局 ケフレックスシロップ用細粒１００ 塩野義製薬 24.00 H23.4.1局方品

内用薬 6132002R1150 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 局 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 H23.4.1局方品

内用薬 6132002R1168 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 局 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 H23.4.1局方品

内用薬 6132002R2032 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 局 ケフレックスシロップ用細粒２００ 塩野義製薬 38.10 H23.4.1局方品

内用薬 6132002R2083 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 局 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 H23.4.1局方品

内用薬 6132002R2130 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 局 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 H23.4.1局方品
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内用薬 6132002R4086 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 局 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 H23.4.1局方品

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 H23.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで

内用薬 6132006R1093 セフロキサジン水和物 １００ｍｇ１ｇ 局 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 H23.4.1局方品

内用薬 6132006R1107 セフロキサジン水和物 １００ｍｇ１ｇ 局 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 H24.3.31まで H23.4.1局方品

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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで

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 H24.3.31まで
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 シー・エイチ・ 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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 局 セフスパンカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 67.10 H23.4.1局方品

内用薬 6132008M2024 セフィキシム １００ｍｇ１カプセル 局 セフスパンカプセル１００ｍｇ アステラス製薬 75.00 H23.4.1局方品

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 H23.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 局 トミロン錠５０ 富山化学工業 35.90 H23.4.1局方品

内用薬 6132009F2020 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１錠 局 トミロン錠１００ 富山化学工業 42.60 H23.4.1局方品

内用薬 6132009F2038 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１錠 局 セトラート錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 33.20 H24.3.31まで H23.4.1局方品

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 H23.3.31まで
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 H22.8.31まで

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 H23.3.31まで

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
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内用薬 6132013C1139 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル小児用細粒１０％「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 78.00 H22.11.19収載

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 H23.3.31まで

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 6132013M1118 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「タナ

ベ」
長生堂製薬 後発品 42.10 H22.11.19収載

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 H23.3.31まで

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 6132013M2130 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「タナ

ベ」
長生堂製薬 後発品 48.40 H22.11.19収載

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％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

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

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 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 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 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
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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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

68.30

内用薬 6135001M1044 ホスホマイシンカルシウ 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 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 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 ５００ｍｇ１カプセル ブルーバシリンカプセル 日医工 後発品 27.00 H23.3.31まで
内用薬 6135001M2130 ホスホマイシンカルシウ 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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
58.40

内用薬 6135001R2048 ホスホマイシンカルシウ 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 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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
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％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 アモキシシリン・クラブ
ラン酸カリウム

（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 H23.3.31まで

内用薬 6139100R1036 アモキシシリン・クラブ
ラン酸カリウム

（６３６．５ｍｇ）１
ｇ

クラバモックス小児用配合ドライシ
ロップ

グラクソ・スミス
クライン

213.70 H22.5.28収載

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

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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

22.20 H24.3.31まで

内用薬 6146002F1027 酢酸ミデカマイシン ２００ｍｇ１錠 ミオカマイシン錠２００ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

38.60 H24.3.31まで

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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

31.10 H24.3.31まで

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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

50.60 H24.3.31まで

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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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
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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 6149003F1198 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
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 25.00 H23.6.24収載

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

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 6149003F2216 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 41.40 H23.6.24収載

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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで

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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H23.3.31まで

内用薬 6152002M1023 テトラサイクリン塩酸塩 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 テトラサイクリン塩酸塩 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 H22.6.30まで

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 H23.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 H23.3.31まで
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％ ファイザー 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 局 クーペラシン錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 15.30 H23.4.1局方品
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内用薬 6152005F1044 塩酸ミノサイクリン ５０ｍｇ１錠 局 ミノペン錠５０ 沢井製薬 後発品 18.40 H23.4.1局方品

内用薬 6152005F1052 塩酸ミノサイクリン ５０ｍｇ１錠 局 ミノマイシン錠５０ｍｇ ファイザー 26.10 H23.4.1局方品

内用薬 6152005F1079 塩酸ミノサイクリン ５０ｍｇ１錠 局 ミノトーワ錠５０ 東和薬品 後発品 17.40 H23.4.1局方品

内用薬 6152005F2024 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１錠 局 クーペラシン錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 26.50 H23.4.1局方品

内用薬 6152005F2075 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１錠 局 ミノペン錠１００ 沢井製薬 後発品 31.70 H23.4.1局方品

内用薬 6152005F2083 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１錠 局 ミノマイシン錠１００ｍｇ ファイザー 57.60 H23.4.1局方品

内用薬 6152005F2105 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１錠 局 ミノトーワ錠１００ 東和薬品 後発品 32.50 H23.4.1局方品

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 ファイザー 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 ファイザー 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」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで

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 H23.3.31まで
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」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
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
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 アンピシリン水和物・ク

ロキサシリンナトリウム
水和物

（２５０ｍｇ）１錠 ビクシリンＳ錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 26.20 H22.6.30まで

内用薬 6191001F1036 アンピシリン水和物・ク
ロキサシリンナトリウム
水和物

（２５０ｍｇ）１錠 ビクシリンＳ配合錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 26.20

内用薬 6191001M1051 アンピシリン水和物・ク
ロキサシリンナトリウム
水和物

（２５０ｍｇ）１カプ
セル

ビクシリンＳカプセル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 25.90 H22.6.30まで

内用薬 6191001M1078 アンピシリン水和物・ク
ロキサシリンナトリウム
水和物

（２５０ｍｇ）１カプ
セル

ビクシリンＳ配合カプセル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 25.90 H24.3.31まで

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 6199101X1020 ランソプラゾール・アモ
キシシリン・メトロニダ
ゾール

１シート ランピオンパック 武田薬品工業 551.60 H22.11.19収載

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 H23.3.31まで
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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで
内用薬 6219001F1101 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

「ＪＧ」
大興製薬 後発品 11.50 H22.11.19収載

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 6219001H1064 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠
サラゾスルファピリジン腸溶錠５００
ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 34.80 H23.11.28収載

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 6219001H2044 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サフィルジンＥＮ錠２５０ シオノケミカル 後発品 21.10 H22.11.19収載

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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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
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内用薬 6241002F1018 ピペミド酸水和物 ２５０ｍｇ１錠 ピペミド酸２５０ｍｇ錠 後発品 7.60 H23.11.11一般名等

内用薬 6241002F1107 ピペミド酸水和物 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 H24.3.31まで
内用薬 6241004M1032 シノキサシン ２００ｍｇ１カプセル 局 タツレキシンカプセル２００ｍｇ 辰巳化学 後発品 41.10 H23.4.1局方品

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 イセイ 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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 6241008F1090 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シバスタン錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 16.50 H23.11.28収載

内用薬 6241008F1104 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠
シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 14.40 H23.11.28収載

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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 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 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 局 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 H23.4.1局方品

内用薬 6241010F1055 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「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 53.00 H23.4.1局方品

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 局 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 H23.4.1局方品

内用薬 6241010F1098 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「サンド」

サンド 後発品 53.00 H23.4.1局方品

内用薬 6241010F1101 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「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 53.00 H23.4.1局方品

内用薬 6241010F1110 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「タナベ」

田辺三菱製薬 後発品 53.00 H23.4.1局方品

内用薬 6241010F1128 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「日医工」

日医工 後発品 53.00 H23.4.1局方品

内用薬 6241010F2027 トシル酸トスフロキサシ 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 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 局 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 H23.4.1局方品

内用薬 6241010F2051 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「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 64.80 H23.4.1局方品

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 局 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 H23.4.1局方品

内用薬 6241010F2094 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「サンド」

サンド 後発品 64.80 H23.4.1局方品

内用薬 6241010F2108 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「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 64.80 H23.4.1局方品

内用薬 6241010F2116 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「タナベ」

田辺三菱製薬 後発品 64.80 H23.4.1局方品

内用薬 6241010F2124 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「日医工」

日医工 後発品 64.80 H23.4.1局方品

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 H24.3.31まで

内用薬 6241013C1028 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ クラビット細粒 第一三共 188.80 H23.3.31まで

内用薬 6241013C1036 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 115.30
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内用薬 6241013C1052 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 6241013C1117 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ
レボフロキサシン細粒１０％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 108.60 H23.11.28収載

内用薬 6241013C2024 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 クラビット錠 第一三共 147.20 H23.3.31まで
内用薬 6241013F1032 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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

内用薬 6241013F1113 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 6241013F1270 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠
レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 60.90 H23.11.28収載

内用薬 6241013F2020 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 レボフロキサシン水和物 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 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

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 ヴィーブヘルスケ

ア
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 H24.3.31まで
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 6250002D1164 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル顆粒４０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 106.20 H23.11.28収載

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 H24.3.31まで
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 6250002F1238 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 68.30 H23.11.28収載
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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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 6250002F2234 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル錠４００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 91.30 H23.11.28収載

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 H24.3.31まで
内用薬 6250002R1048 アシクロビル ８０％１ｇ 局 アシクロビルＤＳ８０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 257.20 H23.11.28収載

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 H23.3.31まで

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 H23.3.31まで

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 H23.3.31まで

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 ヴィーブヘルスケ
ア

953.60

内用薬 6250006F2020 ラミブジン ３００ｍｇ１錠 エピビル錠３００ ヴィーブヘルスケ
ア

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 ＭＳＤ 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 6250011F1024 リトナビル １００ｍｇ１錠 ノービア錠１００ｍｇ アボットジャパン 122.40 H23.3.18収載

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 H24.3.31まで

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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 ヴィーブヘルスケ
ア

985.70

内用薬 6250015F1022 エファビレンツ ６００ｍｇ１錠 ストックリン錠６００ｍｇ ＭＳＤ 1,863.70
内用薬 6250015F2029 エファビレンツ ２００ｍｇ１錠 ストックリン錠２００ｍｇ ＭＳＤ 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 ＭＳＤ 649.40 H23.3.31まで
内用薬 6250017F1021 デラビルジンメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 レスクリプター錠２００ｍｇ ヴィーブヘルスケ

ア
315.40 H24.3.31まで

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 6250022F1030 リバビリン ２００ｍｇ１錠 リバビリン錠２００ｍｇＲＥ「マイラ

ン」
高田製薬 後発品 509.30 H23.6.24収載

内用薬 6250022M1021 リバビリン ２００ｍｇ１カプセル レベトールカプセル２００ｍｇ ＭＳＤ 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 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 ヴィーブヘルスケ
ア

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 ＭＳＤ 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 ヴィーブヘルスケ

ア
2,278.80

内用薬 6250035F1020 テラプレビル ２５０ｍｇ１錠 テラビック錠２５０ｍｇ 田辺三菱製薬 1,422.10 H23.11.25収載

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 H22.6.30まで

内用薬 6250100F1032 ジドブジン・ラミブジン １錠 コンビビル配合錠 ヴィーブヘルスケ
ア

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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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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 H22.6.30まで

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 ヴィーブヘルスケ
ア

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 H22.6.30まで

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
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 H23.3.31まで
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 6290002M1135 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 281.40 H22.5.28収載

内用薬 6290002M1143 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 209.60 H23.6.24収載

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 H23.3.31まで
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 6290002M2131 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 513.40 H22.5.28収載

内用薬 6290002M2140 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 425.00 H23.6.24収載

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 H23.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで
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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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 キニーネエチル炭酸エス
テル

１ｇ 局 キニーネエチル炭酸エステル 125.60 H23.11.11一般名等

内用薬 6415002X1014 キニーネ塩酸塩水和物 １ｇ 局 キニーネ塩酸塩水和物 135.40 H23.11.11一般名等

内用薬 6415003X1019 キニーネ硫酸塩水和物 １ｇ 局 キニーネ硫酸塩水和物 118.80 H23.11.11一般名等

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 H23.3.31まで

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 ジエチルカルバマジンク

エン酸塩
５０ｍｇ１錠 局 ジエチルカルバマジンクエン酸塩錠 9.70 H23.11.11一般名等

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 H22.8.31まで
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 H22.8.31まで
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 H22.6.30まで
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 ＭＳＤ 751.10
内用薬 7111001X1019 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物 19.90 H23.11.11一般名等

内用薬 7111001X1051 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（日医工ファーマ） 日医工ファーマ 20.90 H23.3.31まで
内用薬 7111001X1086 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物「ケンエー」 健栄製薬 20.90
内用薬 7111001X1108 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（三恵） 三恵薬品 20.90
内用薬 7111001X1116 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（シオエ） シオエ製薬 22.10 H24.3.31まで
内用薬 7111001X1183 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（日興製薬） 日興製薬 20.90
内用薬 7111001X1191 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖「ホエイ」 マイラン製薬 22.10
内用薬 7111001X1248 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（山善） 山善製薬 20.90
内用薬 7111001X1299 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（ニプロファーマ） ニプロファーマ 22.10
内用薬 7111001X1302 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物原末「マルイシ」 丸石製薬 22.10
内用薬 7111001X1310 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物「ヨシダ」 吉田製薬 22.10
内用薬 7111001X1329 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物（結晶）「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 20.90 H22.5.28収載

内用薬 7111001X1337 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物（粉末）「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 20.90 H22.5.28収載

内用薬 7111001X1345 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物「シオエ」 シオエ製薬 22.10 H23.11.28収載

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 コメデンプン 12.40 H23.11.11一般名等

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 H23.3.31まで
内用薬 7112003X1090 トウモロコシデンプン １０ｇ 局 トウモロコシデンプン「ヨシダ」 吉田製薬 9.00 H22.11.19収載

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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
内用薬 7112004X1265 バレイショデンプン １０ｇ 局 バレイショデンプン「ヨシダ」 吉田製薬 8.90 H22.11.19収載

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 H23.3.31まで
内用薬 7131001X1402 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（中北） 中北薬品 1.90
内用薬 7131001X1445 精製水 １０ｍＬ 局 精製水「ヨシダ」 吉田製薬 1.90 H22.11.19収載

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水
和物

１ｇ 局 サッカリンナトリウム水和物 6.20 H23.11.11一般名等

内用薬 7149001X1032 サッカリンナトリウム水
和物

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
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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 H24.3.31まで
内用薬 7149003X1201 ハチミツ １０ｇ 局 ※ ハチミツ（丸石） 丸石製薬 13.80 H23.3.31まで
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
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 H23.3.31まで
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 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸水和物 13.20 H23.11.11一般名等

内用薬 7149007X1056 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸．ＯＹ 日医工ファーマ 14.60
内用薬 7149007X1072 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸「ケンエー」 健栄製薬 15.00
内用薬 7149007X1080 クエン酸水和物 １０ｇ 局 ※ クエン酸（小堺） 小堺製薬 14.50
内用薬 7149007X1099 クエン酸水和物 １０ｇ 局 「純生」クエン酸 純生薬品工業 15.00
内用薬 7149007X1110 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸〈ハチ〉 東洋製薬化成 15.00
内用薬 7149007X1129 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸「ホエイ」 マイラン製薬 14.60
内用薬 7149007X1153 クエン酸水和物 １０ｇ 局 ※ クエン酸（山善） 山善製薬 15.00
内用薬 7149007X1196 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸「ニッコー」 日興製薬 14.60 H23.3.31まで
内用薬 7149007X1226 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸水和物「ヨシダ」 吉田製薬 15.00
内用薬 7149007X1234 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸水和物原末「ニッコー」 日興製薬 14.60 H22.11.19収載

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 H23.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 7212032B1036 硫酸バリウム ９９．１％１０ｇ 硫酸バリウム散９９．１％「共成」 共成製薬 後発品 14.80 H22.11.19収載

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 H23.3.31まで

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
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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 H22.6.30まで
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 味の素製薬 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 味の素製薬 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 H23.3.31まで
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 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 7990004S1020 ｌ－メントール ２０ｍＬ１筒 ミンクリア内用散布液０．８％ 日本製薬 858.00 H22.12.10収載

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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 味の素製薬 1,257.00 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 味の素製薬 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 H22.6.30まで

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 アヘンアルカロイド塩酸

塩
１ｇ 局 麻 アヘンアルカロイド塩酸塩 1,319.60 H23.11.11一般名等

内用薬 8114002X1010 エチルモルヒネ塩酸塩水
和物

１ｇ 局 麻 エチルモルヒネ塩酸塩水和物 8,145.10 H23.11.11一般名等

内用薬 8114003F1019 モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 麻 モルヒネ塩酸塩錠 128.30 H23.11.11一般名等

内用薬 8114003X1014 モルヒネ塩酸塩水和物 １ｇ 局 麻 モルヒネ塩酸塩水和物 2,226.00 H23.11.11一般名等

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 モルヒネ塩酸塩水和物 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 モルヒネ塩酸塩水和物 ６０ｍｇ１カプセル 麻 パシーフカプセル６０ｍｇ 武田薬品工業 1,483.10
内用薬 8114005N3023 モルヒネ塩酸塩水和物 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 モルヒネ塩酸塩水和物 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 麻 オプソ内服液５ｍｇ 大日本住友製薬 122.40
内用薬 8114005S2020 モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ５ｍＬ１包 麻 オプソ内服液１０ｍｇ 大日本住友製薬 227.40
内用薬 8115001F1017 コデインリン酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 麻 コデインリン酸塩錠 78.30 H23.11.11一般名等

内用薬 8115001X1012 コデインリン酸塩水和物 １ｇ 局 麻 コデインリン酸塩水和物 1,194.80 H23.11.11一般名等

内用薬 8115002B2016 コデインリン酸塩水和物 １０％１ｇ 局 麻 コデインリン酸塩散１０％ 146.50 H23.11.11一般名等

内用薬 8115003X1011 ジヒドロコデインリン酸
塩

１ｇ 局 麻 ジヒドロコデインリン酸塩 1,161.10 H23.11.11一般名等

内用薬 8115004B2015 ジヒドロコデインリン酸
塩

１０％１ｇ 局 麻 ジヒドロコデインリン酸塩散１０％ 152.00 H23.11.11一般名等

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 H24.3.31まで
内用薬 8119002B2023 塩酸オキシコドン ２．５ｍｇ１包 麻 オキノーム散２．５ｍｇ 塩野義製薬    65.20 H22.9.24収載
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内用薬 8119002B3020 塩酸オキシコドン ５ｍｇ１包 麻 オキノーム散５ｍｇ 塩野義製薬   130.40 H22.9.24収載

内用薬 8119002B4026 塩酸オキシコドン １０ｍｇ１包 麻 オキノーム散１０ｍｇ 塩野義製薬   260.80 H22.9.24収載

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 ペチジン塩酸塩 １ｇ 局 麻 ペチジン塩酸塩 4,062.50 H23.11.11一般名等
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