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内用薬 2171020F2018 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 ニトレンジピン１０ｍｇ錠 後発品 9.90
内用薬 2171020F2026 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 バイロテンシン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 65.00
内用薬 2171021F1024 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 コニール錠２ 協和発酵キリン 先発品 ○ 29.40
内用薬 2171021F1032 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 13.30
内用薬 2171021F1067 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＰ 日本薬品工業 後発品 17.10
内用薬 2171021F1075 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＯＭ 大原薬品工業 後発品 13.30
内用薬 2171021F1083 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 13.30
内用薬 2171021F1091 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＴＹ 大正薬品工業 後発品 13.30
内用薬 2171021F1105 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 17.10
内用薬 2171021F1113 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「サワ メディサ新薬 後発品 13.30
内用薬 2171021F1121 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 13.30 H28.3.31まで

内用薬 2171021F1130 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「日医 日医工 後発品 17.10
内用薬 2171021F1156 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 コニプロス錠２ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 17.10 H28.3.31まで
内用薬 2171021F1164 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＭＥ 沢井製薬 後発品 17.10
内用薬 2171021F1172 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タナ 田辺三菱製薬 後発品 17.10
内用薬 2171021F1180 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２ｍｇ「マイラ マイラン製薬 後発品 13.30
内用薬 2171021F1199 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 13.30
内用薬 2171021F1210 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 13.30
内用薬 2171021F1229 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 13.30

内用薬 2171021F1237 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 17.10

内用薬 2171021F1245 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２「ＮＰ」 ニプロ 後発品 13.30
内用薬 2171021F1253 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 17.10
内用薬 2171021F1261 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 17.10 H27.6.19収載
内用薬 2171021F1270 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 13.30 H27.6.19収載
内用薬 2171021F2020 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 コニール錠４ 協和発酵キリン 先発品 ○ 51.40
内用薬 2171021F2047 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 22.80
内用薬 2171021F2098 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 コニプロス錠４ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 29.00 H28.3.31まで
内用薬 2171021F2101 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰ 日本薬品工業 後発品 29.00
内用薬 2171021F2110 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＯＭ 大原薬品工業 後発品 22.80
内用薬 2171021F2128 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 22.80
内用薬 2171021F2136 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＴＹ 大正薬品工業 後発品 22.80
内用薬 2171021F2144 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 29.00
内用薬 2171021F2152 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワ メディサ新薬 後発品 22.80
内用薬 2171021F2160 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 22.80 H28.3.31まで

内用薬 2171021F2179 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「日医 日医工 後発品 29.00
内用薬 2171021F2195 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＭＥ 沢井製薬 後発品 29.00
内用薬 2171021F2209 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タナ 田辺三菱製薬 後発品 29.00
内用薬 2171021F2217 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「マイラ マイラン製薬 後発品 22.80
内用薬 2171021F2225 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 22.80
内用薬 2171021F2233 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 22.80

内用薬 2171021F2241 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 22.80
内用薬 2171021F2250 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 22.80

内用薬 2171021F2268 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４「ＮＰ」 ニプロ 後発品 22.80
内用薬 2171021F2276 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 29.00
内用薬 2171021F2284 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 29.00 H27.6.19収載
内用薬 2171021F2292 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 22.80 H27.6.19収載
内用薬 2171021F3019 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩８ｍｇ錠 後発品 31.40
内用薬 2171021F3027 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 コニール錠８ 協和発酵キリン 先発品 ○ 105.70
内用薬 2171021F3035 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 46.20
内用薬 2171021F3043 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「サワ メディサ新薬 後発品 46.20
内用薬 2171021F3060 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 コニプロス錠８ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 63.50 H28.3.31まで
内用薬 2171021F3078 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＭＥ 沢井製薬 後発品 63.50
内用薬 2171021F3086 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「タナ 田辺三菱製薬 後発品 63.50
内用薬 2171021F3094 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８ｍｇ「マイラ マイラン製薬 後発品 63.50
内用薬 2171021F3108 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 46.20
内用薬 2171021F3116 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＰ 日本薬品工業 後発品 63.50
内用薬 2171021F3124 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＯＭ 大原薬品工業 後発品 46.20
内用薬 2171021F3132 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「日医 日医工 後発品 46.20
内用薬 2171021F3159 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 46.20
内用薬 2171021F3167 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 46.20
内用薬 2171021F3191 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 46.20
内用薬 2171021F3221 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 46.20

内用薬 2171021F3230 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 46.20
内用薬 2171021F3248 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 63.50
内用薬 2171021F3264 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 63.50 H27.6.19収載
内用薬 2171022F1010 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩２．５ｍｇ 後発品 9.60
内用薬 2171022F1029 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠２．５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 29.90
内用薬 2171022F1045 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 29.00
内用薬 2171022F1053 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 13.00
内用薬 2171022F1061 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド エー
ザイ

後発品 17.40

内用薬 2171022F1088 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 17.40
内用薬 2171022F1096 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 17.40
内用薬 2171022F1100 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 17.40
内用薬 2171022F1118 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＭＥ メディサ新薬 後発品 17.40
内用薬 2171022F1126 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 13.00
内用薬 2171022F1134 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 17.40
内用薬 2171022F1142 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 13.00 H27.9.30まで

内用薬 2171022F1169 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＣ 辰巳化学 後発品 13.00
内用薬 2171022F1177 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＹ

Ｋ」
コーアバイオテッ
クベイ

後発品 13.00

内用薬 2171022F1185 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.00
内用薬 2171022F1193 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「あす あすか製薬 後発品 17.40
内用薬 2171022F1207 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 17.40
内用薬 2171022F1215 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イセ コーアイセイ 後発品 17.40
内用薬 2171022F1223 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イワ 岩城製薬 後発品 13.00 H27.3.31まで
内用薬 2171022F1231 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 17.40

内用薬 2171022F1240 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 13.00
内用薬 2171022F1266 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 17.40

内用薬 2171022F1282 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 17.40
内用薬 2171022F1290 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サン サンド 後発品 13.00
内用薬 2171022F1304 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タイ

ヨー」
大興製薬 後発品 17.40

内用薬 2171022F1312 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タカ 高田製薬 後発品 13.00
内用薬 2171022F1320 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タナ 田辺三菱製薬 後発品 17.40
内用薬 2171022F1339 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 17.40

内用薬 2171022F1347 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 17.40
内用薬 2171022F1355 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「日医 日医工 後発品 13.00
内用薬 2171022F1363 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「フ シオノケミカル 後発品 13.00
内用薬 2171022F1371 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 13.00 H27.3.31まで

内用薬 2171022F1380 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 17.40

内用薬 2171022F1398 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＢＭ ビオメディクス 後発品 13.00
内用薬 2171022F1401 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エスファ 後発品 17.40

内用薬 2171022F1428 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 13.00

内用薬 2171022F1436 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 17.40
内用薬 2171022F1444 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 13.00 H26.12.12収載

内用薬 2171022F2017 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩５ｍｇ錠 後発品 12.80
内用薬 2171022F2025 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 54.50
内用薬 2171022F2041 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 53.30
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内用薬 2171022F2050 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 23.20
内用薬 2171022F2068 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エー

ザイ
後発品 32.20

内用薬 2171022F2084 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 32.20
内用薬 2171022F2092 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 32.20
内用薬 2171022F2106 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 32.20
内用薬 2171022F2114 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 32.20
内用薬 2171022F2122 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 23.20
内用薬 2171022F2130 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 32.20
内用薬 2171022F2149 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 23.20 H27.9.30まで

内用薬 2171022F2165 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 23.20
内用薬 2171022F2173 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 コーアバイオテッ

クベイ
後発品 23.20

内用薬 2171022F2181 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 23.20
内用薬 2171022F2190 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 32.20
内用薬 2171022F2203 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 32.20
内用薬 2171022F2211 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 32.20
内用薬 2171022F2220 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 23.20 H27.3.31まで
内用薬 2171022F2238 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 32.20
内用薬 2171022F2246 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 23.20
内用薬 2171022F2262 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 32.20
内用薬 2171022F2289 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 32.20
内用薬 2171022F2297 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 23.20
内用薬 2171022F2300 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 32.20
内用薬 2171022F2319 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 23.20
内用薬 2171022F2327 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 32.20
内用薬 2171022F2335 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 32.20
内用薬 2171022F2343 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.20
内用薬 2171022F2351 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 32.20
内用薬 2171022F2360 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 23.20
内用薬 2171022F2378 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 23.20 H27.3.31まで
内用薬 2171022F2386 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
後発品 32.20

内用薬 2171022F2408 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 32.20
内用薬 2171022F2424 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 23.20
内用薬 2171022F2432 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 32.20
内用薬 2171022F2440 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 23.20 H26.12.12収載

内用薬 2171022F3021 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 29.00
内用薬 2171022F3030 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 17.40

内用薬 2171022F3048 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 29.90
内用薬 2171022F3056 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリック 後発品 17.40

内用薬 2171022F3064 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｋ
ＲＭ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 13.00 H27.9.30まで

内用薬 2171022F3072 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 13.00

内用薬 2171022F3080 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山形） 後発品 17.40

内用薬 2171022F3099 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 13.00

内用薬 2171022F3110 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 13.00

内用薬 2171022F3129 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 13.00

内用薬 2171022F3137 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「あ
すか」

あすか製薬 後発品 17.40

内用薬 2171022F3145 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 17.40

内用薬 2171022F3153 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「科
研」

大興製薬 後発品 17.40

内用薬 2171022F3161 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 17.40

内用薬 2171022F3170 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 17.40

内用薬 2171022F3188 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 13.00

内用薬 2171022F3196 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タ
イヨー」

テバ製薬 後発品 13.00 H26.9.30まで

内用薬 2171022F3200 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 13.00

内用薬 2171022F3218 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 13.00

内用薬 2171022F3226 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 後発品 13.00

内用薬 2171022F3234 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 17.40

内用薬 2171022F3250 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｅ
ＭＥＣ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 17.40

内用薬 2171022F3269 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 17.40

内用薬 2171022F3277 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 13.00

内用薬 2171022F3293 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 13.00

内用薬 2171022F3307 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤフィルム２．５ｍ
ｇ「ＱＱ」

救急薬品工業 後発品 17.40

内用薬 2171022F3315 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 13.00

内用薬 2171022F3323 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「イ
セイ」

コーアイセイ 後発品 17.40 H26.6.20収載

内用薬 2171022F3331 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 13.00 H26.12.12収載

内用薬 2171022F4028 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 53.30
内用薬 2171022F4036 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 32.20
内用薬 2171022F4044 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 54.50
内用薬 2171022F4052 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 32.20
内用薬 2171022F4060 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＲ

Ｍ」
キョーリンリメ
ディオ

後発品 23.20 H27.9.30まで

内用薬 2171022F4079 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 23.20
内用薬 2171022F4087 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 32.20
内用薬 2171022F4095 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣ 辰巳化学 後発品 23.20
内用薬 2171022F4117 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 23.20
内用薬 2171022F4125 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 32.20
内用薬 2171022F4133 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あす あすか製薬 後発品 32.20
内用薬 2171022F4141 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 32.20
内用薬 2171022F4150 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 大興製薬 後発品 32.20
内用薬 2171022F4168 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 32.20

内用薬 2171022F4176 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 32.20
内用薬 2171022F4184 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サン サンド 後発品 23.20
内用薬 2171022F4192 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 23.20 H26.9.30まで

内用薬 2171022F4206 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タカ 高田製薬 後発品 23.20
内用薬 2171022F4214 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「日医 日医工 後発品 32.20
内用薬 2171022F4222 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「フ シオノケミカル 後発品 23.20
内用薬 2171022F4230 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
後発品 32.20

内用薬 2171022F4257 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 32.20

内用薬 2171022F4265 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 32.20
内用薬 2171022F4273 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 23.20
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内用薬 2171022F4290 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹ 大正薬品工業 後発品 23.20
内用薬 2171022F4303 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ

「ＱＱ」
救急薬品工業 後発品 32.20

内用薬 2171022F4311 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 23.20
内用薬 2171022F4320 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「イセ コーアイセイ 後発品 32.20 H26.6.20収載
内用薬 2171022F4338 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 23.20 H26.12.12収載

内用薬 2171022F5016 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩１０ｍｇ錠 後発品 18.00
内用薬 2171022F5024 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジン錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 81.60
内用薬 2171022F5032 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠１０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 82.80
内用薬 2171022F5040 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド エー
ザイ

後発品 49.20

内用薬 2171022F5059 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 49.20
内用薬 2171022F5067 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ツルハ 鶴原製薬 後発品 49.20
内用薬 2171022F5075 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 49.20
内用薬 2171022F5083 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 49.20
内用薬 2171022F5105 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 36.20
内用薬 2171022F5113 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 49.20
内用薬 2171022F5130 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 36.20
内用薬 2171022F5148 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 49.20
内用薬 2171022F5156 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 49.20
内用薬 2171022F5164 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 36.20

内用薬 2171022F5172 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミ 日本薬品工業 後発品 49.20
内用薬 2171022F5180 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 49.20
内用薬 2171022F5199 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 49.20
内用薬 2171022F5202 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 49.20
内用薬 2171022F5210 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 49.20
内用薬 2171022F5229 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
後発品 49.20

内用薬 2171022F5245 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 36.20
内用薬 2171022F5253 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥ 第一三共エスファ 後発品 49.20
内用薬 2171022F5261 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 49.20
内用薬 2171022F5270 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 49.20
内用薬 2171022F5288 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 49.20
内用薬 2171022F5296 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 36.20
内用薬 2171022F5300 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 コーアバイオテッ

クベイ
後発品 36.20

内用薬 2171022F5318 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.20
内用薬 2171022F5326 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 49.20
内用薬 2171022F5334 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「オーハ 大原薬品工業 後発品 49.20
内用薬 2171022F5342 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「タイ 大興製薬 後発品 49.20
内用薬 2171022F5350 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 36.20
内用薬 2171022F6020 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジンＯＤ錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 81.60
内用薬 2171022F6039 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ノルバスクＯＤ錠１０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 82.80
内用薬 2171022F6047 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 49.20

内用薬 2171022F6055 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 49.20

内用薬 2171022F6063 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｋ 小林化工 後発品 49.20
内用薬 2171022F6071 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｎ ニプロ 後発品 36.20
内用薬 2171022F6080 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 36.20

内用薬 2171022F6098 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｚ 全星薬品工業 後発品 49.20
内用薬 2171022F6101 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 49.20

内用薬 2171022F6110 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 36.20

内用薬 2171022F6128 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 49.20

内用薬 2171022F6136 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 36.20

内用薬 2171022F6144 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 49.20

内用薬 2171022F6152 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 49.20

内用薬 2171022F6160 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｃ 長生堂製薬 後発品 36.20
内用薬 2171022F6179 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 49.20
内用薬 2171022F6187 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｎ 日新製薬（山形） 後発品 49.20
内用薬 2171022F6195 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹ

Ｋ」
大正薬品工業 後発品 36.20

内用薬 2171022F6209 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 36.20
内用薬 2171022F6217 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「科 大興製薬 後発品 49.20
内用薬 2171022F6225 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 49.20

内用薬 2171022F6233 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「テ テバ製薬 後発品 36.20
内用薬 2171022F6241 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「フ

ソー」
シオノケミカル 後発品 36.20

内用薬 2171022F6250 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 49.20

内用薬 2171022F6268 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 49.20 H26.6.20収載

内用薬 2171022F6276 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 後発品 36.20 H27.6.19収載

内用薬 2171022Q1046 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ
「あすか」

あすか製薬 後発品 18.10

内用薬 2171022Q1054 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 18.10

内用薬 2171022Q1070 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ
「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 18.10

内用薬 2171022Q1089 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ
「タナベ」

長生堂製薬 後発品 18.10 H26.9.30まで

内用薬 2171022Q1097 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 18.10

内用薬 2171022Q2042 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「あ
すか」

あすか製薬 後発品 35.60

内用薬 2171022Q2050 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 35.60

内用薬 2171022Q2077 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 35.60

内用薬 2171022Q2085 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「タ
ナベ」

長生堂製薬 後発品 35.60 H26.9.30まで

内用薬 2171022Q2093 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 35.60

内用薬 2171023F1023 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 アイトロール錠１０ｍｇ トーアエイヨー 先発品 ○ 10.00
内用薬 2171023F1031 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 アイロクール錠１０ 沢井製薬 後発品 5.60 H26.9.30まで
内用薬 2171023F1040 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 イソニトール錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 2171023F1058 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 ソプレロール錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2171023F1066 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 タイシロール錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171023F1074 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「タ

イヨー」
テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2171023F1082 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171023F1090 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 2171023F2020 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 アイトロール錠２０ｍｇ トーアエイヨー 先発品 ○ 15.70
内用薬 2171023F2038 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 タイシロール錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 7.60
内用薬 2171023F2062 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 ソプレロール錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 7.60
内用薬 2171023F2089 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 アイロクール錠２０ 沢井製薬 後発品 7.60 H26.9.30まで
内用薬 2171023F2100 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 イソニトール錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 7.60 H27.3.31まで
内用薬 2171023F2119 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「タ

イヨー」
テバ製薬 後発品 7.60

内用薬 2171023F2127 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 7.60
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内用薬 2171023F2135 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7.60 H26.6.20収載

内用薬 2172002F1053 イソクスプリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ズファジラン錠１０ｍｇ 第一三共 8.90
内用薬 2172006F1035 ヘプロニカート １００ｍｇ１錠 ヘプロニカート錠１００ｍｇ「Ｃ 長生堂製薬 先発品 6.10
内用薬 2183001F1060 クリノフィブラート ２００ｍｇ１錠 リポクリン錠２００ 大日本住友製薬 先発品 14.30
内用薬 2183002M1013 クロフィブラート ２５０ｍｇ１カプセル 局 クロフィブラートカプセル 8.50
内用薬 2183002M2010 クロフィブラート ５００ｍｇ１カプセル 局 クロフィブラートカプセル 9.60
内用薬 2183005G1013 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラート２００ｍｇ徐放錠 後発品 9.90
内用薬 2183005G1072 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザレックスＳＲ錠２００ メディサ新薬 後発品 15.90
内用薬 2183005G1234 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 ○ 36.90
内用薬 2183005G1242 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザリップ錠２００ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 40.40
内用薬 2183005G2010 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート１００ｍｇ徐放錠 後発品 7.70
内用薬 2183005G2028 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 ○ 24.30
内用薬 2183005G2052 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザレックスＳＲ錠１００ メディサ新薬 後発品 9.90
内用薬 2183005G2095 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザリップ錠１００ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 24.30
内用薬 2183006F3023 フェノフィブラート ５３．３ｍｇ１錠 リピディル錠５３．３ｍｇ あすか製薬 先発品 30.30
内用薬 2183006F3031 フェノフィブラート ５３．３ｍｇ１錠 トライコア錠５３．３ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 30.30
内用薬 2183006F4020 フェノフィブラート ８０ｍｇ１錠 リピディル錠８０ｍｇ あすか製薬 先発品 39.50
内用薬 2183006F4038 フェノフィブラート ８０ｍｇ１錠 トライコア錠８０ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 39.50
内用薬 2183006M3049 フェノフィブラート ６７ｍｇ１カプセル フェノフィブラートカプセル６７ｍ

ｇ「ＫＴＢ」
寿製薬 後発品 18.80

内用薬 2183006M4045 フェノフィブラート １００ｍｇ１カプセル フェノフィブラートカプセル１００
ｍｇ「ＫＴＢ」

寿製薬 後発品 24.40

内用薬 2189001F1200 エラスターゼ １，８００単位１錠 エラスチーム錠１８００ エーザイ 先発品 ○ 15.80
内用薬 2189001F1226 エラスターゼ １，８００単位１錠 エルモナーゼ錠１８００ 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 2189003F1136 デキストラン硫酸ナトリ

ウム
１５０ｍｇ１錠 ＭＤＳコーワ錠１５０ 興和 6.00

内用薬 2189003F2035 デキストラン硫酸ナトリ
ウム

３００ｍｇ１錠 ＭＤＳコーワ錠３００ 興和 9.30

内用薬 2189004F1017 ニコモール ２００ｍｇ１錠 局 ニコモール錠 9.10
内用薬 2189005F1020 ニセリトロール １２５ｍｇ１錠 ペリシット錠１２５ｍｇ 三和化学研究所 先発品 8.90
内用薬 2189005F2026 ニセリトロール ２５０ｍｇ１錠 ペリシット錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 14.60
内用薬 2189006M1058 ポリエンホスファチジル

コリン
２５０ｍｇ１カプセル ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
後発品 8.50

内用薬 2189008C1094 プロブコール ５０％１ｇ 局 シンレスタール細粒５０％ 第一三共エスファ 先発品 41.10
内用薬 2189008C1108 プロブコール ５０％１ｇ 局 ロレルコ細粒５０％ 大塚製薬 先発品 41.60
内用薬 2189008F1015 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール２５０ｍｇ錠 後発品 6.40
内用薬 2189008F1287 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 ロレルコ錠２５０ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 21.80
内用薬 2189008F1325 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 プロスエード錠２５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 7.50 H28.3.31まで
内用薬 2189008F1368 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 クラフェデン錠２５０ｍｇ コーアイセイ 後発品 7.50
内用薬 2189008F1376 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 シンレスタール錠２５０ｍｇ 第一三共エスファ 先発品 ○ 21.80
内用薬 2189008F1465 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 プロブコール錠２５０ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 7.50 H27.6.19収載
内用薬 2189009R1032 コレスチラミン ４４．４％１ｇ クエストラン粉末４４．４％ サノフィ 先発品 7.40
内用薬 2189010C1032 プラバスタチンナトリウ ０．５％１ｇ 局 メバロチン細粒０．５％ 第一三共 先発品 ○ 58.60
内用薬 2189010C1040 プラバスタチンナトリウ ０．５％１ｇ 局 メバトルテ細粒０．５％ 大正薬品工業 後発品 30.60
内用薬 2189010C2020 プラバスタチンナトリウ １％１ｇ 局 メバロチン細粒１％ 第一三共 先発品 ○ 107.80
内用薬 2189010C2039 プラバスタチンナトリウ １％１ｇ 局 メバトルテ細粒１％ 大正薬品工業 後発品 51.90
内用薬 2189010F1012 プラバスタチンナトリウ ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム５ｍｇ錠 後発品 13.70
内用薬 2189010F1039 プラバスタチンナトリウ ５ｍｇ１錠 局 メバロチン錠５ 第一三共 先発品 ○ 50.50
内用薬 2189010F1055 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 20.60

内用薬 2189010F1063 プラバスタチンナトリウ ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５「ＫＮ」 小林化工 後発品 20.60
内用薬 2189010F1080 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠「陽

進」５ｍｇ
陽進堂 後発品 20.60

内用薬 2189010F1098 プラバスタチンナトリウ ５ｍｇ１錠 局 メバトルテ錠５ 大正薬品工業 後発品 20.60
内用薬 2189010F1110 プラバスタチンナトリウ ５ｍｇ１錠 局 アルセチン錠５ テバ製薬 後発品 20.60
内用薬 2189010F1128 プラバスタチンナトリウ ５ｍｇ１錠 局 タツプラミン錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 20.60 H26.9.30まで
内用薬 2189010F1144 プラバスタチンナトリウ ５ｍｇ１錠 局 メバレクト錠５ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 20.60
内用薬 2189010F1179 プラバスタチンナトリウ ５ｍｇ１錠 局 メバリッチ錠５ 日新製薬（山形） 後発品 20.60 H28.3.31まで
内用薬 2189010F1209 プラバスタチンナトリウ ５ｍｇ１錠 局 コレリット錠５ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 20.60 H26.9.30まで
内用薬 2189010F1241 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ

「チョーセイ」
長生堂製薬 後発品 20.60

内用薬 2189010F1276 プラバスタチンナトリウ ５ｍｇ１錠 局 リダックＭ錠５ サンノーバ 後発品 20.60 H26.9.30まで
内用薬 2189010F1314 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「Ｋ

Ｈ」
マイラン製薬 後発品 20.60 H28.3.31まで

内用薬 2189010F1322 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 20.60

内用薬 2189010F1330 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 20.60

内用薬 2189010F1349 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 27.20

内用薬 2189010F1357 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 20.60

内用薬 2189010F1365 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 20.60

内用薬 2189010F1390 プラバスタチンナトリウ ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「Ｅ サンノーバ 後発品 20.60
内用薬 2189010F1403 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 20.60

内用薬 2189010F1411 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 後発品 20.60

内用薬 2189010F1438 プラバスタチンナトリウ ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「Ｎ 日新製薬（山形） 後発品 20.60 H27.6.19収載
内用薬 2189010F1446 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム塩錠５ｍ

ｇ「ファイザー」
マイラン製薬 後発品 20.60 H27.6.19収載

内用薬 2189010F2019 プラバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム１０ｍｇ 後発品 23.00
内用薬 2189010F2027 プラバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 局 メバロチン錠１０ 第一三共 先発品 ○ 94.80
内用薬 2189010F2043 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 37.80

内用薬 2189010F2060 プラバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０「ＫＮ」 小林化工 後発品 37.80
内用薬 2189010F2086 プラバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 局 リダックＭ錠１０ サンノーバ 後発品 37.80 H26.9.30まで
内用薬 2189010F2094 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠「陽

進」１０ｍｇ
陽進堂 後発品 37.80

内用薬 2189010F2124 プラバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 局 アルセチン錠１０ テバ製薬 後発品 37.80
内用薬 2189010F2132 プラバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 局 タツプラミン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 37.80 H26.9.30まで
内用薬 2189010F2167 プラバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 局 メバレクト錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 37.80
内用薬 2189010F2191 プラバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 局 メバリッチ錠１０ 日新製薬（山形） 後発品 37.80 H28.3.31まで
内用薬 2189010F2221 プラバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 局 コレリット錠１０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 37.80 H26.9.30まで
内用薬 2189010F2272 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ

「チョーセイ」
長生堂製薬 後発品 37.80

内用薬 2189010F2302 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍ
ｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 37.80

内用薬 2189010F2310 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ
「ＫＨ」

マイラン製薬 後発品 37.80 H28.3.31まで

内用薬 2189010F2345 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「Ｍ
ＥＤ」

メディサ新薬 後発品 37.80

内用薬 2189010F2353 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 37.80

内用薬 2189010F2361 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 49.70

内用薬 2189010F2370 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 49.70

内用薬 2189010F2388 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 37.80

内用薬 2189010F2396 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 37.80

内用薬 2189010F2418 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

サンノーバ 後発品 37.80

内用薬 2189010F2426 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 37.80

内用薬 2189010F2434 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 後発品 37.80

内用薬 2189010F2450 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山形） 後発品 37.80 H27.6.19収載

内用薬 2189010F2469 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム塩錠１０
ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 37.80 H27.6.19収載
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内用薬 2189011F1017 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン５ｍｇ錠 後発品 27.60
内用薬 2189011F1025 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 リポバス錠５ ＭＳＤ 先発品 ○ 112.40 H27.10.1局方品

内用薬 2189011F1050 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 44.60
内用薬 2189011F1076 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 ラミアン錠５ｍｇ あすか製薬 後発品 61.60
内用薬 2189011F1165 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 リポラＭ錠５ サンノーバ 後発品 44.60 H26.9.30まで
内用薬 2189011F1181 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「マイラ マイラン製薬 後発品 44.60
内用薬 2189011F1190 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 61.60
内用薬 2189011F1203 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 44.60
内用薬 2189011F1220 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 61.60
内用薬 2189011F1238 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 44.60
内用薬 2189011F1246 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 44.60
内用薬 2189011F1254 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥ サンノーバ 後発品 44.60
内用薬 2189011F2013 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン１０ｍｇ錠 後発品 62.60
内用薬 2189011F2021 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 リポバス錠１０ ＭＳＤ 先発品 ○ 221.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189011F2056 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 リポザート錠１０ テバ製薬 後発品 87.60
内用薬 2189011F2080 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 124.00
内用薬 2189011F2145 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 87.60

内用薬 2189011F2153 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＭＥ 沢井製薬 後発品 87.60
内用薬 2189011F2170 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 124.00
内用薬 2189011F2188 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 ラミアン錠１０ｍｇ あすか製薬 後発品 124.00
内用薬 2189011F2196 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 124.00
内用薬 2189011F2200 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「日医 日医工 後発品 87.60
内用薬 2189011F2218 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 87.60
内用薬 2189011F3010 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン２０ｍｇ錠 後発品 121.40
内用薬 2189011F3028 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 リポバス錠２０ ＭＳＤ 先発品 ○ 447.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189011F3036 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＯＨＡ
ＲＡ」

大原薬品工業 後発品 182.30 H26.9.30まで

内用薬 2189011F3052 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 182.30
内用薬 2189011F3060 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 182.30

内用薬 2189011F3079 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 182.30
内用薬 2189011F3095 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 182.30
内用薬 2189011F3109 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「日医 日医工 後発品 182.30
内用薬 2189011F3133 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 182.30

内用薬 2189011F3141 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＭＥ 沢井製薬 後発品 182.30
内用薬 2189011F3176 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 ラミアン錠２０ｍｇ あすか製薬 後発品 231.60
内用薬 2189011F3184 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 231.60
内用薬 2189011F3192 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 182.30
内用薬 2189011F3206 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 182.30

内用薬 2189012F1020 フルバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ローコール錠１０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 38.90

内用薬 2189012F1038 フルバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 22.70
内用薬 2189012F1046 フルバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 22.70
内用薬 2189012F1054 フルバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 22.70

内用薬 2189012F1062 フルバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 22.70
内用薬 2189012F2026 フルバスタチンナトリウ

ム
２０ｍｇ１錠 ローコール錠２０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 69.00

内用薬 2189012F2034 フルバスタチンナトリウ ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 43.00
内用薬 2189012F2042 フルバスタチンナトリウ ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 43.00
内用薬 2189012F2050 フルバスタチンナトリウ

ム
２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 43.00

内用薬 2189012F2069 フルバスタチンナトリウ ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 43.00
内用薬 2189012F3022 フルバスタチンナトリウ

ム
３０ｍｇ１錠 ローコール錠３０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 99.10

内用薬 2189012F3030 フルバスタチンナトリウ ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 62.90
内用薬 2189012F3049 フルバスタチンナトリウ ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 62.90
内用薬 2189012F3057 フルバスタチンナトリウ

ム
３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 62.90

内用薬 2189012F3065 フルバスタチンナトリウ ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 62.90
内用薬 2189014D2024 コレスチミド ８３％１ｇ 局 コレバインミニ８３％ 田辺三菱製薬 先発品 62.50 H27.10.1局方品

内用薬 2189014F1029 コレスチミド ５００ｍｇ１錠 局 コレバイン錠５００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 38.00
内用薬 2189015F1023 アトルバスタチンカルシ

ウム水和物
５ｍｇ１錠 局 リピトール錠５ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 56.50

内用薬 2189015F1031 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エー
ザイ

後発品 31.60

内用薬 2189015F1040 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 31.60

内用薬 2189015F1058 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 31.60

内用薬 2189015F1066 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 24.70

内用薬 2189015F1074 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 31.60

内用薬 2189015F1082 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 24.70

内用薬 2189015F1090 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 24.70

内用薬 2189015F1104 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 31.60

内用薬 2189015F1112 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 31.60

内用薬 2189015F1120 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 24.70

内用薬 2189015F1139 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロパッチ 後発品 31.60

内用薬 2189015F1147 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 31.60

内用薬 2189015F1155 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＳ
Ｕ」

鶴原製薬 後発品 31.60

内用薬 2189015F1163 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 31.60

内用薬 2189015F1171 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 31.60

内用薬 2189015F1180 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 31.60

内用薬 2189015F1198 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 31.60

内用薬 2189015F1201 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 31.60

内用薬 2189015F1210 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 24.70

内用薬 2189015F1228 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 24.70

内用薬 2189015F2020 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 リピトール錠１０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 107.90

内用薬 2189015F2038 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 60.90

内用薬 2189015F2046 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 60.90

内用薬 2189015F2054 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 60.90

内用薬 2189015F2062 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 46.50

内用薬 2189015F2070 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 60.90

内用薬 2189015F2089 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 46.50

内用薬 2189015F2097 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 46.50
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内用薬 2189015F2100 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 60.90

内用薬 2189015F2119 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 46.50

内用薬 2189015F2127 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 46.50

内用薬 2189015F2135 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロパッチ 後発品 60.90

内用薬 2189015F2143 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 60.90

内用薬 2189015F2151 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＳ
Ｕ」

鶴原製薬 後発品 60.90

内用薬 2189015F2160 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 60.90

内用薬 2189015F2178 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 60.90

内用薬 2189015F2186 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 60.90

内用薬 2189015F2194 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山形） 後発品 60.90

内用薬 2189015F2208 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 60.90

内用薬 2189015F2216 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 60.90

内用薬 2189015F2224 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 46.50

内用薬 2189015F3026 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 31.60

内用薬 2189015F4022 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 60.90

内用薬 2189015F5029 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

２０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠２０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 69.80 H26.6.20収載

内用薬 2189016F1028 ピタバスタチンカルシウ １ｍｇ１錠 局 リバロ錠１ｍｇ 興和 先発品 ○ 63.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1036 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1044 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1052 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1060 ピタバスタチンカルシウ １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「Ｎ ニプロ 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1079 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1087 ピタバスタチンカルシウ １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1095 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1109 ピタバスタチンカルシウ １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「科 ダイト 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1117 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1125 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1133 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1141 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 32.80

内用薬 2189016F1150 ピタバスタチンカルシウ １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三 三和化学研究所 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1168 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1176 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1184 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1192 ピタバスタチンカルシウ １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「日 日新製薬（山形） 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1206 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1214 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1222 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1230 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1249 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 32.80

内用薬 2189016F1257 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1265 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ
「モチダ」

持田製薬販売 後発品 32.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F1273 ピタバスタチンカルシウ １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 32.80 H27.6.19収載
内用薬 2189016F1281 ピタバスタチンカルシウ １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「Ｄ 大興製薬 後発品 32.80 H27.12.11収載
内用薬 2189016F2024 ピタバスタチンカルシウ ２ｍｇ１錠 局 リバロ錠２ｍｇ 興和 先発品 ○ 119.80 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2032 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2040 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2059 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2067 ピタバスタチンカルシウ ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「Ｎ ニプロ 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2075 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2083 ピタバスタチンカルシウ ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2091 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2105 ピタバスタチンカルシウ ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「科 ダイト 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2113 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2121 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2130 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2148 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 62.20

内用薬 2189016F2156 ピタバスタチンカルシウ ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「三 三和化学研究所 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2164 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2172 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2180 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2199 ピタバスタチンカルシウ ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「日 日新製薬（山形） 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2202 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2210 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2229 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2237 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2245 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 62.20

内用薬 2189016F2253 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2261 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ
「モチダ」

持田製薬販売 後発品 62.20 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F2270 ピタバスタチンカルシウ ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 62.20 H27.6.19収載
内用薬 2189016F2288 ピタバスタチンカルシウ ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「Ｄ 大興製薬 後発品 62.20 H27.12.11収載
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内用薬 2189016F3020 ピタバスタチンカルシウ ４ｍｇ１錠 局 リバロ錠４ｍｇ 興和 先発品 ○ 229.40 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F3039 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 117.90 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F3047 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 117.90 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F3055 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 117.90 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F3063 ピタバスタチンカルシウ ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「Ｎ ニプロ 後発品 117.90 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F3071 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 117.90 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F3080 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 117.90 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F3098 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 117.90 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F3101 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 117.90 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F3110 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 117.90 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F3128 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 117.90 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F3136 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 117.90 H27.10.1局方品

内用薬 2189016F3144 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「科
研」

ダイト 後発品 118.00 H26.6.20収載
H27.10.1局方

内用薬 2189016F3152 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 118.00 H26.6.20収載
H27.10.1局方

内用薬 2189016F3160 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ
「モチダ」

持田製薬販売 後発品 118.00 H26.6.20収載
H27.10.1局方

内用薬 2189016F3179 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 118.00 H26.12.12収載

内用薬 2189016F3187 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 118.00 H26.12.12収載

内用薬 2189016F3195 ピタバスタチンカルシウ ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「三 三和化学研究所 後発品 118.00 H26.12.12収載
内用薬 2189016F3209 ピタバスタチンカルシウ

ム
４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ

「テバ」
テバ製薬 後発品 118.00 H26.12.12収載

内用薬 2189016F3217 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 118.00 H26.12.12収載

内用薬 2189016F3225 ピタバスタチンカルシウ ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 117.90 H27.6.19収載
内用薬 2189016F3233 ピタバスタチンカルシウ ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 118.00 H27.6.19収載
内用薬 2189016F3241 ピタバスタチンカルシウ

ム
４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ケミ

ファ」
日本ケミファ 後発品 118.00 H27.6.19収載

内用薬 2189016F3250 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 118.00 H27.6.19収載

内用薬 2189016F3268 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 118.00 H27.6.19収載

内用薬 2189016F3276 ピタバスタチンカルシウ ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「日 日新製薬（山形） 後発品 118.00 H27.6.19収載
内用薬 2189016F3284 ピタバスタチンカルシウ ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「Ｄ 大興製薬 後発品 117.90 H27.12.11収載
内用薬 2189016F4027 ピタバスタチンカルシウ １ｍｇ１錠 リバロＯＤ錠１ｍｇ 興和 先発品 ○ 63.20
内用薬 2189016F4035 ピタバスタチンカルシウ

ム
１ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 32.80

内用薬 2189016F4043 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 32.80 H27.6.19収載

内用薬 2189016F4051 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 32.80 H27.6.19収載

内用薬 2189016F4060 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 32.80 H27.12.11収載

内用薬 2189016F5023 ピタバスタチンカルシウ ２ｍｇ１錠 リバロＯＤ錠２ｍｇ 興和 先発品 ○ 119.80
内用薬 2189016F5031 ピタバスタチンカルシウ

ム
２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 62.20

内用薬 2189016F5040 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 62.20 H27.6.19収載

内用薬 2189016F5058 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 62.20 H27.6.19収載

内用薬 2189016F5066 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 62.20 H27.12.11収載

内用薬 2189016F6020 ピタバスタチンカルシウ ４ｍｇ１錠 リバロＯＤ錠４ｍｇ 興和 先発品 ○ 229.40
内用薬 2189016F6038 ピタバスタチンカルシウ

ム
４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 117.90 H26.12.12収載

内用薬 2189016F6046 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 117.90 H27.6.19収載

内用薬 2189016F6054 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 117.90 H27.12.11収載

内用薬 2189017F1022 ロスバスタチンカルシウ ２．５ｍｇ１錠 クレストール錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 先発品 68.10
内用薬 2189017F2029 ロスバスタチンカルシウ ５ｍｇ１錠 クレストール錠５ｍｇ アストラゼネカ 先発品 131.50
内用薬 2189018F1027 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 ゼチーア錠１０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 199.90
内用薬 2189019M1020 オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 ロトリガ粒状カプセル２ｇ 武田薬品工業 先発品 261.30
内用薬 2190003F1129 メクロフェノキサート塩

酸塩
１００ｍｇ１錠 ※ メクロサート錠（寿） 寿製薬 後発品 5.50 H27.3.31まで

内用薬 2190003F1170 メクロフェノキサート塩
酸塩

１００ｍｇ１錠 ルシドリール錠１００ｍｇ 共和薬品工業 先発品 10.20

内用薬 2190004F1034 ガンマーアミノ酪酸 ２５０ｍｇ１錠 ガンマロン錠２５０ｍｇ 第一三共 6.10
内用薬 2190005C1040 イフェンプロジル酒石酸 ４％１ｇ 局 セロクラール細粒４％ サノフィ 先発品 ○ 27.90
内用薬 2190005C1067 イフェンプロジル酒石酸

塩
４％１ｇ 局 イフェンプロジル酒石酸塩細粒４％

「ＴＣＫ」
辰巳化学 後発品 8.80

内用薬 2190005F1020 イフェンプロジル酒石酸 １０ｍｇ１錠 局 アポノール錠１０ あすか製薬 後発品 5.60
内用薬 2190005F1217 イフェンプロジル酒石酸 １０ｍｇ１錠 イブロノール錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40 H26.9.30まで
内用薬 2190005F1225 イフェンプロジル酒石酸 １０ｍｇ１錠 局 セロクラール錠１０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 8.50
内用薬 2190005F1233 イフェンプロジル酒石酸 １０ｍｇ１錠 ヨウアジール錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60 H26.9.30まで
内用薬 2190005F1241 イフェンプロジル酒石酸 １０ｍｇ１錠 局 テクニス錠１０ 沢井製薬 後発品 5.60 H27.9.30まで
内用薬 2190005F1250 イフェンプロジル酒石酸 １０ｍｇ１錠 局 フレザニール錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60 H27.9.30まで
内用薬 2190005F1276 イフェンプロジル酒石酸

塩
１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍ

ｇ「ＴＣＫ」
辰巳化学 後発品 5.60 H27.10.1局方品

内用薬 2190005F1284 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.40

内用薬 2190005F1292 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60 H27.10.1局方品

内用薬 2190005F1306 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2190005F1314 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60 H26.12.12収載

内用薬 2190005F1322 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍ
ｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60 H26.12.12収載

内用薬 2190005F2027 イフェンプロジル酒石酸 ２０ｍｇ１錠 局 アポノール錠２０ あすか製薬 後発品 5.80
内用薬 2190005F2051 イフェンプロジル酒石酸 ２０ｍｇ１錠 局 セロクラール錠２０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 13.80
内用薬 2190005F2060 イフェンプロジル酒石酸 ２０ｍｇ１錠 局 テクニス錠２０ 沢井製薬 後発品 5.80 H27.9.30まで
内用薬 2190005F2140 イフェンプロジル酒石酸 ２０ｍｇ１錠 イブロノール錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.80 H26.9.30まで
内用薬 2190005F2159 イフェンプロジル酒石酸 ２０ｍｇ１錠 局 フレザニール錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.80 H27.9.30まで
内用薬 2190005F2167 イフェンプロジル酒石酸 ２０ｍｇ１錠 ヨウアジール錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.80 H26.9.30まで
内用薬 2190005F2175 イフェンプロジル酒石酸

塩
２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍ

ｇ「ＴＣＫ」
辰巳化学 後発品 5.80 H27.10.1局方品

内用薬 2190005F2183 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.80

内用薬 2190005F2191 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.80 H27.10.1局方品

内用薬 2190005F2205 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 2190005F2213 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.80 H26.12.12収載

内用薬 2190005F2221 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍ
ｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.80 H26.12.12収載

内用薬 2190006C1037 トコフェロールニコチン
酸エステル

４０％１ｇ ユベラＮ細粒４０％ エーザイ 22.80

内用薬 2190006M1156 トコフェロールニコチン
酸エステル

１００ｍｇ１カプセル ユベラＮカプセル１００ｍｇ エーザイ 準先発品 ○ 5.80
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内用薬 2190006M1172 トコフェロールニコチン
酸エステル

１００ｍｇ１カプセル バナールＮカプセル１００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2190006M1199 トコフェロールニコチン
酸エステル

１００ｍｇ１カプセル ＶＥニコチネートカプセル１００ｍ
ｇ

ニプロ 後発品 5.40 H26.9.30まで

内用薬 2190006M1202 トコフェロールニコチン
酸エステル

１００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステル
カプセル１００ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 2190006M2110 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセル ニコ２００ソフトカプセル 堀井薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2190006M2179 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセル ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ エーザイ 準先発品 ○ 10.70

内用薬 2190006M2187 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセル ケントンカプセル２００ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60 H26.9.30まで

内用薬 2190006M2195 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセル ＮＥソフトカプセル２００ｍｇ 東洋カプセル 後発品 5.60

内用薬 2190006M2217 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステル
カプセル２００ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190006M2225 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステル
カプセル２００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2190006M2233 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステル
カプセル２００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 2190009A1030 ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム

１ｇ 局 カリセラム－Ｎａ末 扶桑薬品工業 後発品 14.50

内用薬 2190009A1048 ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム

１ｇ 局 ケイキサレート散 鳥居薬品 先発品 ○ 20.50

内用薬 2190009R1025 ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム

７６％１ｇ ケイキサレートドライシロップ７
６％

鳥居薬品 先発品 17.70

内用薬 2190016B1035 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

９６．７％１ｇ カリエードプラス散（分包）９６．
７％

東洋製薬化成 後発品 14.40

内用薬 2190016D1028 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

８９．２９％１ｇ アーガメイト８９．２９％顆粒５．
６ｇ

三和化学研究所 後発品 15.10

内用薬 2190016Q2026 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

２０％２５ｇ１個 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 三和化学研究所 後発品 95.40

内用薬 2190016R2021 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

９２．５９％１ｇ カリメートドライシロップ９２．５
９％

興和 17.30

内用薬 2190016S1027 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

２０％２５ｇ１包 カリメート経口液２０％ 興和 93.80

内用薬 2190016X1016 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 13.40

内用薬 2190016X1059 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリセラム末 扶桑薬品工業 15.10

内用薬 2190016X1105 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリメート散 興和 16.20

内用薬 2190016X1113 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリエード散 東洋製薬化成 16.20

内用薬 2190016X1121 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 ポスカール散 シオエ製薬 15.10

内用薬 2190018F2059 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

１ｍｇ１錠 エポス錠１ｍｇ 日医工 後発品 5.60 H26.9.30まで

内用薬 2190018F2105 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

１ｍｇ１錠 バソラックス錠１ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2190018F2121 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

１ｍｇ１錠 ヒデルギン舌下錠１ｍｇ ノバルティス
ファーマ

準先発品 ○ 12.90

内用薬 2190018F2148 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

１ｍｇ１錠 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩
錠１ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2190018F2156 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

１ｍｇ１錠 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩
錠１ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190018F3012 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

２ｍｇ１錠 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩
２ｍｇ錠

後発品 5.80

内用薬 2190018F3136 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

２ｍｇ１錠 ヒデルギン錠２ｍｇ ノバルティス
ファーマ

準先発品 ○ 21.90

内用薬 2190021B1095 ニセルゴリン １％１ｇ 局 サアミオン散１％ 田辺三菱製薬 先発品 70.90
内用薬 2190021C1015 ニセルゴリン １％１ｇ ニセルゴリン１％細粒 後発品 19.10
内用薬 2190021F1011 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン５ｍｇ錠 後発品 9.60
内用薬 2190021F1348 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サアミオン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 32.30
内用薬 2190022F1016 アメジニウムメチル硫酸 １０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩１０ｍｇ 後発品 9.80
内用薬 2190022F1024 アメジニウムメチル硫酸 １０ｍｇ１錠 リズミック錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 48.70
内用薬 2190022F1075 アメジニウムメチル硫酸 １０ｍｇ１錠 イピノテック錠１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 17.20
内用薬 2190022F1199 アメジニウムメチル硫酸

塩
１０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍ

ｇ「フソー」
扶桑薬品工業 後発品 17.20

内用薬 2190023F1029 塩酸ロメリジン ５ｍｇ１錠 テラナス錠５ ＭＳＤ 先発品 33.50
内用薬 2190023F1037 塩酸ロメリジン ５ｍｇ１錠 ミグシス錠５ｍｇ ファイザー 先発品 33.50
内用薬 2190024C1027 沈降炭酸カルシウム ８３％１ｇ 局 カルタン細粒８３％ マイラン製薬 先発品 9.60
内用薬 2190024F1023 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 カルタン錠５００ マイラン製薬 先発品 ○ 6.30
内用薬 2190024F1031 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 カルタレチン錠５００ テバ製薬 後発品 5.70
内用薬 2190024F1040 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ

「三和」
三和化学研究所 後発品 5.70

内用薬 2190024F2020 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 カルタン錠２５０ マイラン製薬 先発品 ○ 5.80
内用薬 2190024F2038 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ

「三和」
三和化学研究所 後発品 5.60

内用薬 2190024F2046 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 カルタレチン錠２５０ テバ製薬 後発品 5.60
内用薬 2190024F3026 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 カルタンＯＤ錠２５０ｍｇ マイラン製薬 先発品 ○ 5.80
内用薬 2190024F4022 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 カルタンＯＤ錠５００ｍｇ マイラン製薬 先発品 ○ 6.30
内用薬 2190025F1028 セベラマー塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 フォスブロック錠２５０ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 30.00
内用薬 2190025F1036 セベラマー塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 レナジェル錠２５０ｍｇ 中外製薬 先発品 30.60
内用薬 2190026F1022 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 トラクリア錠６２．５ｍｇ アクテリオン

ファーマシュー
ティカルズジャパ
ン

先発品 4,495.00

内用薬 2190026X1028 ボセンタン水和物 ３２ｍｇ１錠 トラクリア小児用分散錠３２ｍｇ アクテリオン
ファーマシュー
ティカルズジャパ
ン

先発品 4,577.00 H27.11.26収載

内用薬 2190027G1022 ベラプロストナトリウム ６０μｇ１錠 ケアロードＬＡ錠６０μｇ 東レ 先発品 242.60
内用薬 2190027G1030 ベラプロストナトリウム ６０μｇ１錠 ベラサスＬＡ錠６０μｇ 科研製薬 先発品 242.60
内用薬 2190028F1021 シルデナフィルクエン酸 ２０ｍｇ１錠 レバチオ錠２０ｍｇ ファイザー 先発品 1,213.50
内用薬 2190029D1025 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ バイエル薬品 先発品 199.60
内用薬 2190029D2021 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 ホスレノール顆粒分包５００ｍｇ バイエル薬品 先発品 292.90
内用薬 2190029F1026 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ホスレノールチュアブル錠２５０ｍ バイエル薬品 先発品 199.60
内用薬 2190029F2022 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 ホスレノールチュアブル錠５００ｍ バイエル薬品 先発品 292.90
内用薬 2190030F1029 タダラフィル ２０ｍｇ１錠 アドシルカ錠２０ｍｇ 日本イーライリ

リー
先発品 1,770.00

内用薬 2190031F1023 アンブリセンタン ２．５ｍｇ１錠 ヴォリブリス錠２．５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

先発品 5,050.30

内用薬 2190032M1027 ビキサロマー ２５０ｍｇ１カプセル キックリンカプセル２５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 30.50
内用薬 2190033F1022 クエン酸第二鉄水和物 ２５０ｍｇ１錠 リオナ錠２５０ｍｇ 日本たばこ産業 先発品 99.80 H26.4.17収載
内用薬 2190034F1027 リオシグアト ０．５ｍｇ１錠 アデムパス錠０．５ｍｇ バイエル薬品 先発品 673.40 H26.4.17収載
内用薬 2190034F2023 リオシグアト １ｍｇ１錠 アデムパス錠１．０ｍｇ バイエル薬品 先発品 1,346.80 H26.4.17収載
内用薬 2190034F3020 リオシグアト ２．５ｍｇ１錠 アデムパス錠２．５ｍｇ バイエル薬品 先発品 3,366.90 H26.4.17収載
内用薬 2190035F1021 マシテンタン １０ｍｇ１錠 オプスミット錠１０ｍｇ アクテリオン

ファーマシュー
ティカルズジャパ
ン

先発品 14,594.00 H27.5.20収載

内用薬 2190036F1026 スクロオキシ水酸化鉄 ２５０ｍｇ１錠 ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 214.20 H27.11.26収載
内用薬 2190036F2022 スクロオキシ水酸化鉄 ５００ｍｇ１錠 ピートルチュアブル錠５００ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 314.30 H27.11.26収載
内用薬 2190101F1020 アムロジピンベシル酸

塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠１番 ファイザー 先発品 ○ 75.30

内用薬 2190101F1039 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 45.20 H27.12.11収載

内用薬 2190101F1047 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ＥＥ」 エルメッド エー
ザイ

後発品 45.20 H27.12.11収載
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内用薬 2190101F1055 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ＫＮ」 小林化工 後発品 45.20 H27.12.11収載

内用薬 2190101F1063 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 45.20 H27.12.11収載

内用薬 2190101F1071 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 45.20 H27.12.11収載

内用薬 2190101F1080 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.20 H27.12.11収載

内用薬 2190101F1098 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「サンド」 サンド 後発品 45.20 H27.12.11収載

内用薬 2190101F1101 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「トーワ」 東和薬品 後発品 45.20 H27.12.11収載

内用薬 2190101F1110 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「日医工」 日医工 後発品 45.20 H27.12.11収載

内用薬 2190101F1128 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ニプロ」 ニプロ 後発品 45.20 H27.12.11収載

内用薬 2190102F1025 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠２番 ファイザー 先発品 ○ 120.10

内用薬 2190102F1033 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 72.00 H27.12.11収載

内用薬 2190102F1041 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ＥＥ」 エルメッド エー
ザイ

後発品 72.00 H27.12.11収載

内用薬 2190102F1050 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ＫＮ」 小林化工 後発品 72.00 H27.12.11収載

内用薬 2190102F1068 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 72.00 H27.12.11収載

内用薬 2190102F1076 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 72.00 H27.12.11収載

内用薬 2190102F1084 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「サワイ」 沢井製薬 後発品 72.00 H27.12.11収載

内用薬 2190102F1092 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「サンド」 サンド 後発品 72.00 H27.12.11収載

内用薬 2190102F1106 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「トーワ」 東和薬品 後発品 72.00 H27.12.11収載

内用薬 2190102F1114 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「日医工」 日医工 後発品 72.00 H27.12.11収載

内用薬 2190102F1122 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ニプロ」 ニプロ 後発品 72.00 H27.12.11収載

内用薬 2190103F1020 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠３番 ファイザー 先発品 ○ 97.00

内用薬 2190103F1038 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 58.20 H27.12.11収載

内用薬 2190103F1046 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ＥＥ」 エルメッド エー
ザイ

後発品 58.20 H27.12.11収載

内用薬 2190103F1054 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ＫＮ」 小林化工 後発品 58.20 H27.12.11収載

内用薬 2190103F1062 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 58.20 H27.12.11収載

内用薬 2190103F1070 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 58.20 H27.12.11収載

内用薬 2190103F1089 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「サワイ」 沢井製薬 後発品 58.20 H27.12.11収載

内用薬 2190103F1097 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「サンド」 サンド 後発品 58.20 H27.12.11収載

内用薬 2190103F1100 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「トーワ」 東和薬品 後発品 58.20 H27.12.11収載

内用薬 2190103F1119 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「日医工」 日医工 後発品 58.20 H27.12.11収載

内用薬 2190103F1127 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ニプロ」 ニプロ 後発品 58.20 H27.12.11収載

内用薬 2190104F1024 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠４番 ファイザー 先発品 ○ 141.70

内用薬 2190104F1032 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 85.00 H27.12.11収載

内用薬 2190104F1040 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ＥＥ」 エルメッド エー
ザイ

後発品 85.00 H27.12.11収載

内用薬 2190104F1059 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ＫＮ」 小林化工 後発品 85.00 H27.12.11収載

内用薬 2190104F1067 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 85.00 H27.12.11収載

内用薬 2190104F1075 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 85.00 H27.12.11収載

内用薬 2190104F1083 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「サワイ」 沢井製薬 後発品 85.00 H27.12.11収載

内用薬 2190104F1091 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「サンド」 サンド 後発品 85.00 H27.12.11収載

内用薬 2190104F1105 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「トーワ」 東和薬品 後発品 85.00 H27.12.11収載

内用薬 2190104F1113 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「日医工」 日医工 後発品 85.00 H27.12.11収載

内用薬 2190104F1121 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ニプロ」 ニプロ 後発品 85.00 H27.12.11収載
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内用薬 2221002B2100 エフェドリン塩酸塩 １０％１ｇ 局 エフェドリン塩酸塩散１０％「マル
イシ」

丸石製薬 15.60

内用薬 2221002F1017 エフェドリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 エフェドリン塩酸塩錠 9.60
内用薬 2221002X1012 エフェドリン塩酸塩 １ｇ 局 エフェドリン塩酸塩 105.50
内用薬 2221003B2016 ｄｌ－メチルエフェドリ

ン塩酸塩
１０％１ｇ 局 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散

１０％
6.90

内用薬 2221003B2067 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 メチエフ散１０％ 田辺三菱製薬 8.40

内用薬 2221003B2083 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 メチルエフェドリン散１０％「フ
ソー」

扶桑薬品工業 8.40

内用薬 2221003B2113 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 メチルホエドリン散１０％ マイラン製薬 7.20 H28.3.31まで

内用薬 2221003B2156 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン散１
０％「メタル」

中北薬品 8.40

内用薬 2221003B2180 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散
１０％「マルイシ」

丸石製薬 7.20

内用薬 2222001A1012 ノスカピン １ｇ 局 ノスカピン 237.10
内用薬 2223001B1201 デキストロメトルファン

臭化水素酸塩水和物
１０％１ｇ シーサール散１０％ 東和薬品 後発品 9.10

内用薬 2223001B1210 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１０％１ｇ メジコン散１０％ 塩野義製薬 準先発品 ○ 24.90

内用薬 2223001B1236 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１０％１ｇ ハイフスタン散１０％ 日医工 後発品 9.10 H26.9.30まで

内用薬 2223001B1244 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１０％１ｇ メゼック散１０％ テバ製薬 後発品 9.10 H27.3.31まで

内用薬 2223001B1252 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸
塩散１０％「日医工」

日医工 後発品 9.10

内用薬 2223001C1037 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１０％１ｇ アストマリ細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 9.10

内用薬 2223001F2099 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 メジコン錠１５ｍｇ 塩野義製薬 5.60

内用薬 2223001F2102 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 シーサール錠１５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2223001F2110 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 デトメファン錠１５ｍｇ ニプロ 後発品 5.60 H26.9.30まで

内用薬 2223001F2129 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 アストマリ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2223001F2137 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸
塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2224001C1050 ペントキシベリンクエン
酸塩

１０％１ｇ パトコン細粒１０％ ザイダスファーマ 後発品 10.60 H27.3.31まで

内用薬 2224001F1049 ペントキシベリンクエン
酸塩

１０ｍｇ１錠 ガイレス錠１０ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.40

内用薬 2224001F3114 ペントキシベリンクエン
酸塩

１５ｍｇ１錠 アストマトップ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40 H28.3.31まで

内用薬 2224001F3122 ペントキシベリンクエン
酸塩

１５ｍｇ１錠 ペントキシベリンクエン酸塩錠１５
ｍｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.40 H27.6.19収載

内用薬 2224001F4048 ペントキシベリンクエン
酸塩

３０ｍｇ１錠 ペントキシベリンクエン酸塩錠３０
ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 5.40 H27.3.31まで

内用薬 2224001F4056 ペントキシベリンクエン
酸塩

３０ｍｇ１錠 ペントキシベリンクエン酸塩錠３０
ｍｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 5.40 H26.6.20収載

内用薬 2224001N1043 ペントキシベリンクエン
酸塩

３０ｍｇ１カプセル トクレススパンスールカプセル３０
ｍｇ

大日本住友製薬 11.30

内用薬 2229001B1051 ジメモルファンリン酸塩 １０％１ｇ アストミン散１０％ オーファンパシ
フィック

先発品 ○ 43.90

内用薬 2229001B1060 ジメモルファンリン酸塩 １０％１ｇ ホフバン散１０％ 辰巳化学 後発品 37.10 H28.3.31まで
内用薬 2229001B1078 ジメモルファンリン酸塩 １０％１ｇ ジメモルファンリン酸塩散１０％

「ＴＣＫ」
辰巳化学 後発品 37.10 H27.6.19収載

内用薬 2229001F1053 ジメモルファンリン酸塩 １０ｍｇ１錠 アストミン錠１０ｍｇ オーファンパシ
フィック

先発品 5.60

内用薬 2229001F1061 ジメモルファンリン酸塩 １０ｍｇ１錠 ホフバン錠１０ｍｇ 辰巳化学 ★ 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2229001F1070 ジメモルファンリン酸塩 １０ｍｇ１錠 ジメモルファンリン酸塩錠１０ｍｇ

「ＴＣＫ」
辰巳化学 ★ 5.60 H27.6.19収載

内用薬 2229001Q1054 ジメモルファンリン酸塩 ０．２５％１ｍＬ アストミンシロップ０．２５％ オーファンパシ
フィック

先発品 ○ 3.80

内用薬 2229001Q1062 ジメモルファンリン酸塩 ０．２５％１ｍＬ ホフバンシロップ０．２５％ 辰巳化学 後発品 2.80 H28.3.31まで
内用薬 2229001Q1070 ジメモルファンリン酸塩 ０．２５％１ｍＬ ジメモルファンリン酸塩シロップ小

児用０．２５％「ＴＣＫ」
辰巳化学 後発品 2.80 H27.6.19収載

内用薬 2229001R1025 ジメモルファンリン酸塩 ２．５％１ｇ ジメモルミンドライシロップ２． 高田製薬 後発品 12.20
内用薬 2229002D1030 クロフェダノール塩酸塩 ４．１７％１ｇ コルドリン顆粒４．１７％ 日本新薬 先発品 26.00
内用薬 2229002F1031 クロフェダノール塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 コルドリン錠１２．５ｍｇ 日本新薬 先発品 8.50
内用薬 2229004F1030 クロペラスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 5.80
内用薬 2229006B1038 クロペラスチンフェンジ

ゾ酸塩
１０％１ｇ フスタゾール散１０％ 田辺三菱製薬 20.10

内用薬 2229006F1030 クロペラスチンフェンジ
ゾ酸塩

２．５ｍｇ１錠 フスタゾール錠小児用２．５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.80

内用薬 2229006Q1030 クロペラスチンフェンジ
ゾ酸塩

０．２％１０ｍＬ フスタゾールシロップ０．２％ 同仁医薬化工 後発品 21.20 H27.3.31まで

内用薬 2229007F1042 ベンプロペリンリン酸塩 ２０ｍｇ１錠 フラベリック錠２０ｍｇ ファイザー 先発品 5.60
内用薬 2229100B1101 鎮咳配合剤 １ｇ クロフェドリンＳ配合散 キョーリンリメ

ディオ
6.30 H28.3.31まで

内用薬 2229100B1110 鎮咳配合剤 １ｇ ニチコデ配合散 日医工 後発品 6.40
内用薬 2229100B1128 鎮咳配合剤 １ｇ プラコデ配合散 小林化工 後発品 6.40
内用薬 2229101F1051 鎮咳配合剤 １錠 クロフェドリンＳ配合錠 キョーリンリメ

ディオ
5.40

内用薬 2229101F1060 鎮咳配合剤 １錠 フスコデ配合錠 マイランＥＰＤ 5.60
内用薬 2229102Q1111 鎮咳配合剤 １ｍＬ クロフェドリンＳ配合シロップ キョーリンリメ

ディオ
3.50

内用薬 2229102Q1120 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコデ配合シロップ マイランＥＰＤ 3.50
内用薬 2229102Q1138 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコブロン配合シロップ テバ製薬 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1146 鎮咳配合剤 １ｍＬ プラコデ配合シロップ 小林化工 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1154 鎮咳配合剤 １ｍＬ ミゼロン配合シロップ コーアイセイ 3.50
内用薬 2229102Q1162 鎮咳配合剤 １ｍＬ ムコブロチン配合シロップ 東和薬品 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1170 鎮咳配合剤 １ｍＬ ライトゲン配合シロップ 帝人ファーマ 4.00
内用薬 2229102Q1189 鎮咳配合剤 １ｍＬ フステン配合シロップ 同仁医薬化工 3.50 H27.3.31まで
内用薬 2229104M1038 ジプロフィリン・メトキ

シフェナミン配合剤
１カプセル アストーマ配合カプセル 日医工 後発品 5.40

内用薬 2229111F1047 ジプロフィリン・ノスカ
ピン配合剤

１錠 アストフィリン配合錠 サンノーバ 5.90

内用薬 2229112F1033 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジン配合胃溶錠 マルホ 19.80

内用薬 2229112H2030 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジン配合腸溶錠 マルホ 19.80

内用薬 2229114F2039 ジプロフィリン・ジヒド
ロコデイン配合剤

１錠 カフコデＮ配合錠 ファイザー 5.90

内用薬 2231001Q1010 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ 13.40
内用薬 2231001Q1036 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ「ケンエー」 健栄製薬 14.70
内用薬 2231001Q1044 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ シオエ シオエ製薬 14.70
内用薬 2231001Q1060 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ〈ハチ〉 東洋製薬化成 14.70
内用薬 2231001Q1079 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ「メタル」 中北薬品 14.70
内用薬 2232001X1011 アンモニア・ウイキョウ １０ｍＬ 局 アンモニア・ウイキョウ精 26.40
内用薬 2233001F1234 Ｌ－エチルシステイン塩

酸塩
１００ｍｇ１錠 チスタニン糖衣錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 9.20

内用薬 2233002C1054 カルボシステイン ５０％１ｇ Ｃ－チステン細粒５０％ 鶴原製薬 後発品 6.40
内用薬 2233002C1062 カルボシステイン ５０％１ｇ ムコダイン細粒５０％ 杏林製薬 先発品 ○ 14.90 H27.3.31まで
内用薬 2233002C1070 カルボシステイン ５０％１ｇ ルボラボン細粒５０％ コーアイセイ 後発品 6.40
内用薬 2233002F1174 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコダイン錠２５０ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 8.90
内用薬 2233002F1182 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 クインスロン錠２５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2233002F1220 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 シスダイン錠２５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2233002F1239 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコトロン錠２５０ｍｇ テバ製薬 後発品 5.60 H26.9.30まで
内用薬 2233002F1255 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 シスカルボン錠２５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 2233002F1263 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコチオ錠２５０ｍｇ 小林化工 後発品 5.60 H27.9.30まで
内用薬 2233002F1271 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 Ｃ－チステン錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
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内用薬 2233002F1280 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F1298 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2233002F1301 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F1310 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 5.60 H26.12.12収載

内用薬 2233002F2022 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 ムコダイン錠５００ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 16.00
内用薬 2233002F2049 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「タ

イヨー」
テバ製薬 後発品 7.40 H26.9.30まで

内用薬 2233002F2065 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 クインスロン錠５００ｍｇ 辰巳化学 後発品 7.40
内用薬 2233002F2073 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 シスダイン錠５００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 7.40
内用薬 2233002F2081 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 Ｃ－チステン錠５００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 7.40
内用薬 2233002F2090 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 ムコチオ錠５００ｍｇ 小林化工 後発品 7.40 H27.9.30まで
内用薬 2233002F2103 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 2233002F2111 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 8.50

内用薬 2233002F2120 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 7.40

内用薬 2233002F2138 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 7.40 H26.12.12収載

内用薬 2233002Q1027 カルボシステイン ５％１ｍＬ Ｃ－チステンシロップ５％ 鶴原製薬 後発品 2.60
内用薬 2233002Q1035 カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコダインシロップ５％ 杏林製薬 先発品 ○ 6.00
内用薬 2233002Q1043 カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコトロンシロップ５％ テバ製薬 後発品 2.60 H26.9.30まで
内用薬 2233002Q1108 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「タ

カタ」
高田製薬 後発品 2.60

内用薬 2233002Q1116 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「Ｊ
Ｇ」

大興製薬 後発品 2.60

内用薬 2233002Q1124 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用
５％「トーワ」

東和薬品 後発品 2.60

内用薬 2233002Q1132 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用
５％「テバ」

テバ製薬 後発品 2.60

内用薬 2233002Q2023 カルボシステイン １０％１ｍＬ カルボシステインシロップ１０％
「ＫＮ」

小林化工 後発品 6.00 H26.12.12収載

内用薬 2233002R1049 カルボシステイン ３３．３％１ｇ カルボシステインドライシロップ３
３．３％「タイヨー」

テバ製薬 後発品 8.80 H27.3.31まで

内用薬 2233002R1065 カルボシステイン ３３．３％１ｇ カルボシステインＤＳ３３．３％
「トーワ」

東和薬品 後発品 8.80

内用薬 2233002R2029 カルボシステイン ５０％１ｇ ムコダインＤＳ５０％ 杏林製薬 先発品 ○ 33.30
内用薬 2233002R2037 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「タカ

タ」
高田製薬 後発品 12.50

内用薬 2233002R2045 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 12.50

内用薬 2233002R2053 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインドライシロップ５
０％「テバ」

テバ製薬 後発品 12.50

内用薬 2233002R2061 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 12.50 H27.6.19収載

内用薬 2233002S1040 カルボシステイン １０％１ｍＬ ムコチオシロップ１０％ 小林化工 後発品 6.00 H27.9.30まで
内用薬 2233003F1187 Ｌ－メチルシステイン塩

酸塩
５０ｍｇ１錠 ペクタイト錠５０ｍｇ キッセイ薬品工業 5.40

内用薬 2233003F2078 Ｌ－メチルシステイン塩
酸塩

１００ｍｇ１錠 ペクタイト錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 8.00

内用薬 2233003F2086 Ｌ－メチルシステイン塩
酸塩

１００ｍｇ１錠 ゼオチン錠１００ｍｇ トーアエイヨー 後発品 10.90

内用薬 2233004F1025 フドステイン ２００ｍｇ１錠 局 クリアナール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 12.40 H27.10.1局方品

内用薬 2233004F1033 フドステイン ２００ｍｇ１錠 局 スペリア錠２００ 久光製薬 先発品 12.40 H27.10.1局方品

内用薬 2233004S1023 フドステイン ８％１ｍＬ クリアナール内用液８％ 同仁医薬化工 先発品 10.70
内用薬 2233004S1031 フドステイン ８％１ｍＬ スペリア内用液８％ 久光製薬 先発品 12.10
内用薬 2234001C2037 ブロムヘキシン塩酸塩 ２％１ｇ ビソルボン細粒２％ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
20.40

内用薬 2234001F1266 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 フルペン錠４ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.00 H28.3.31まで
内用薬 2234001F1282 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 レベルボン錠４ｍｇ 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 2234001F1290 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ハピスオル錠４ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.00 H26.9.30まで
内用薬 2234001F1312 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ビソルボン錠４ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
準先発品 ○ 5.70

内用薬 2234001F1320 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ビソポロン錠４ｍｇ 日医工 後発品 5.00 H26.9.30まで
内用薬 2234001F1339 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「ク

ニヒロ」
皇漢堂製薬 後発品 5.00

内用薬 2234001F1347 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「イ
セイ」

コーアイセイ 後発品 5.00

内用薬 2234001F1355 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.00

内用薬 2234001F1363 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 5.00 H27.6.19収載

内用薬 2234001Q1097 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ レベルボンシロップ０．０８％ 東和薬品 後発品 1.30
内用薬 2234001Q1100 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ハピスオルシロップ０．０８％ コーアイセイ 後発品 1.30 H26.9.30まで
内用薬 2234001Q1119 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ビソルボンシロップ０．０８％ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
準先発品 ○ 4.00 H28.3.31まで

内用薬 2234001Q1127 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．
０８％「イセイ」

コーアイセイ 後発品 1.30

内用薬 2234001Q2069 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．
２％「タイヨー」

テバ製薬 後発品 1.60

内用薬 2239001C1045 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ アンブロキソール塩酸塩細粒１．
５％「タイヨー」

テバ製薬 後発品 8.30

内用薬 2239001C2033 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ アンブロン細粒３％ ザイダスファーマ 後発品 7.20 H27.3.31まで
内用薬 2239001F1017 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩１５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2239001F1661 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコサール錠１５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
後発品 12.50

内用薬 2239001F1696 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコソルバン錠１５ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 19.30
内用薬 2239001G1020 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠

４５ｍｇ「ＺＥ」
全星薬品工業 後発品 38.60 H26.6.20収載

内用薬 2239001G1039 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠
４５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 31.50 H26.6.20収載

内用薬 2239001G1047 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠
４５ｍｇ「ニプロ」

ニプロ 後発品 31.50 H26.6.20収載

内用薬 2239001G2027 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠 ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 67.70 H27.6.19収載
内用薬 2239001N1046 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ゼンブロンＬカプセル４５ 全星薬品工業 後発品 38.60 H27.3.31まで
内用薬 2239001N1054 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ムコソレートＬカプセル４５ 大正薬品工業 後発品 31.50
内用薬 2239001N1062 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アントブロンＬカプセル４５ 東和薬品 後発品 31.50 H26.9.30まで
内用薬 2239001N1070 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル コフノールＬカプセル４５ 日医工 後発品 38.60 H27.3.31まで
内用薬 2239001N1100 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ポノフェンＳＲカプセル４５ セオリアファーマ 後発品 38.60
内用薬 2239001N1119 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル

４５ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 31.50

内用薬 2239001N1127 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル フズレバンＬカプセル４５ｍｇ 辰巳化学 後発品 31.50 H27.9.30まで
内用薬 2239001N1135 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
先発品 ○ 67.70

内用薬 2239001N1151 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ムコソルバンＬカプセル４５ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 67.70
内用薬 2239001N1160 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩徐放カプセ

ル４５ｍｇ「トーワ」
東和薬品 後発品 31.50

内用薬 2239001N1178 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩徐放カプセ
ル４５ｍｇ「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 38.60 H26.6.20収載

内用薬 2239001N1186 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩徐放カプセ
ル４５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 38.60 H26.6.20収載

内用薬 2239001N1194 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩徐放カプセ
ル４５ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 31.50 H26.12.12収載

内用薬 2239001Q1107 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アントブロンシロップ小児用０． 東和薬品 後発品 5.10 H26.9.30まで
内用薬 2239001Q1115 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩シロップ小

児用０．３％「タイヨー」
テバ製薬 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1131 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ フズレバンシロップ０．３％ 辰巳化学 後発品 5.10 H27.3.31まで
内用薬 2239001Q1140 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ プルスマリンＡシロップ小児用０．

３％
ローマン工業 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1166 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ 小児用ムコソルバンシロップ０． 帝人ファーマ 先発品 ○ 11.20
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内用薬 2239001Q1174 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩シロップ小
児用０．３％「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1182 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩シロップ小
児用０．３％「トーワ」

東和薬品 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1190 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩シロップ小
児用０．３％「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.10 H26.6.20収載

内用薬 2239001R1072 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ 帝人ファーマ 先発品 ○ 43.30
内用薬 2239001R1102 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ プルスマリンＡドライシロップ小児

用１．５％
高田製薬 後発品 42.70

内用薬 2239001R1110 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ ムコサールドライシロップ１．５％ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

後発品 42.70

内用薬 2239001R2028 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ プルスマリンＡ３％ＤＳ 高田製薬 後発品 31.90
内用薬 2239001R2044 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ ムコソルバンＤＳ３％ 帝人ファーマ 先発品 ○ 82.90
内用薬 2239001S1015 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩０．７５％ 後発品 5.80
内用薬 2239001S1112 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ ムコソルバン内用液０．７５％ 帝人ファーマ 先発品 ○ 25.70
内用薬 2239001S2046 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．

３％「日医工」
日医工 後発品 10.00

内用薬 2241001X1010 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水 16.30
内用薬 2241001X1053 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水 シオエ シオエ製薬 17.00
内用薬 2241001X1100 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水「マルイシ」 丸石製薬 17.00
内用薬 2241001X1118 キョウニン水 １０ｍＬ 局 ※ キョウニン水（山善） 山善製薬 17.00
内用薬 2241001X1142 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水「ＪＧ」 日本ジェネリック 17.00
内用薬 2241003S1020 オウヒエキス １０ｍＬ サリパラ液 丸石製薬 後発品 19.40
内用薬 2241003S1055 オウヒエキス １０ｍＬ ブロチンシロップ３．３％ 第一三共 準先発品 ○ 23.30
内用薬 2242001B2017 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％ 7.40
内用薬 2242001B2122 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％〈ハチ〉 東洋製薬化成 8.00
内用薬 2242001B2149 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「フソー」 扶桑薬品工業 8.40
内用薬 2242001B2203 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「イワキ」 岩城製薬 8.00
内用薬 2242001B2211 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「メタル」 中北薬品 9.60
内用薬 2242001B2238 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「シオエ」 シオエ製薬 8.40
内用薬 2242001B2246 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タカタ」 高田製薬 8.00
内用薬 2242001B2254 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タナベ」 田辺三菱製薬工場 8.40
内用薬 2242001B2270 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「マルイ 丸石製薬 8.40
内用薬 2242001B2289 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「第一三 第一三共 8.40
内用薬 2242001B2300 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タケダ」 武田薬品工業 8.40
内用薬 2242001F1012 コデインリン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 コデインリン酸塩錠 10.30
内用薬 2242002B2011 ジヒドロコデインリン酸 １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 7.40
内用薬 2242002B2100 ジヒドロコデインリン酸

塩
１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％〈ハ

チ〉
東洋製薬化成 8.70

内用薬 2242002B2127 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「フ
ソー」

扶桑薬品工業 8.70

内用薬 2242002B2151 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「ホ
エイ」

マイラン製薬 8.10

内用薬 2242002B2194 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「メ
タル」

中北薬品 8.90

内用薬 2242002B2216 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％
「シオエ」

シオエ製薬 8.90

内用薬 2242002B2224 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％
「タカタ」

高田製薬 8.90

内用薬 2242002B2240 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％
「マルイシ」

丸石製薬 8.70

内用薬 2242002B2259 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％
「第一三共」

第一三共 8.90

内用薬 2242002B2267 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％
「イセイ」

コーアイセイ 8.90

内用薬 2242002B2275 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％
「タケダ」

武田薬品工業 8.70

内用薬 2242002B2283 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「日
医工」

日医工 8.10

内用薬 2249001F1030 エプラジノン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 レスプレン錠５ｍｇ 中外製薬 先発品 5.60
内用薬 2249001F2079 エプラジノン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 レスプレン錠２０ｍｇ 中外製薬 先発品 5.60
内用薬 2249001F3032 エプラジノン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 レスプレン錠３０ｍｇ 中外製薬 先発品 6.30
内用薬 2249003B1037 チペピジンヒベンズ酸塩 １０％１ｇ アスベリン散１０％ 田辺三菱製薬 10.80
内用薬 2249003F1012 チペピジンヒベンズ酸塩 １０ｍｇ１錠 局 チペピジンヒベンズ酸塩錠 9.60
内用薬 2249003F2019 チペピジンヒベンズ酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 チペピジンヒベンズ酸塩錠 9.60
内用薬 2249003Q1048 チペピジンヒベンズ酸塩 ０．５％１０ｍＬ アスベリンシロップ０．５％ 田辺三菱製薬 19.10
内用薬 2249003Q2044 チペピジンヒベンズ酸塩 ２％１ｍＬ アスベリンシロップ「調剤用」２％ 田辺三菱製薬 6.40
内用薬 2249003R1043 チペピジンヒベンズ酸塩 ２％１ｇ アスベリンドライシロップ２％ 田辺三菱製薬 6.40
内用薬 2249103S1027 鎮咳去たん配合剤 １ｍＬ ※ オピセゾールコデイン液（日医工） 日医工 3.70
内用薬 2249104S1030 オウヒエキス・コデイン

リン酸塩水和物
１ｍＬ サリパラ・コデイン液 丸石製薬 後発品 3.40

内用薬 2249104S1048 オウヒエキス・コデイン
リン酸塩水和物

１ｍＬ 濃厚ブロチンコデイン配合シロップ 第一三共 準先発品 ○ 4.10

内用薬 2249105Q1037 ジヒドロコデイン・エ
フェドリン配合剤

１０ｍＬ セキコデ配合シロップ 日医工 24.40

内用薬 2249106Q1066 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物・ク
レゾールスルホン酸カリ

１０ｍＬ メジコン配合シロップ 塩野義製薬 準先発品 ○ 23.50

内用薬 2249106Q1074 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物・ク
レゾールスルホン酸カリ

１０ｍＬ メゼック配合シロップ テバ製薬 後発品 14.50 H28.3.31まで

内用薬 2249107S1025 鎮咳去たん配合剤 １０ｍＬ オピセゾールＡ液 日医工 18.00
内用薬 2251001D1053 テオフィリン ２０％１ｇ スロービッド顆粒２０％ サンド 後発品 20.70
内用薬 2251001D1061 テオフィリン ２０％１ｇ テオドール顆粒２０％ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 20.90
内用薬 2251001D2025 テオフィリン ５０％１ｇ テオロング顆粒５０％ エーザイ 後発品 39.60
内用薬 2251001F1038 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオロング錠５０ｍｇ エーザイ ★ 7.40
内用薬 2251001F1046 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオドール錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 7.40
内用薬 2251001F1062 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「日医

工」
日医工 ★ 7.40

内用薬 2251001F1070 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 ★ 7.40

内用薬 2251001F1089 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 ★ 7.40
内用薬 2251001F1097 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「ツル

ハラ」
鶴原製薬 ★ 7.40

内用薬 2251001F2050 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオロング錠１００ｍｇ エーザイ ★ 12.10
内用薬 2251001F2093 テオフィリン １００ｍｇ１錠 チルミン錠１００ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2251001F2115 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオドール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 11.10
内用薬 2251001F2140 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン錠１００ｍｇ「ＴＹ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2251001F2158 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン錠１００ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2251001F2166 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001F2174 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2251001F3014 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン２００ｍｇ徐放錠 後発品 5.80
内用薬 2251001F3049 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオロング錠２００ｍｇ エーザイ ★ 18.50
内用薬 2251001F3081 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオドール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 17.20
内用薬 2251001G1017 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン２００ｍｇ徐放錠 後発品 5.80
内用薬 2251001G1025 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ユニコン錠２００ 日医工 先発品 ○ 18.10
内用薬 2251001G1076 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 21.90
内用薬 2251001G2013 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフィリン４００ｍｇ徐放錠 後発品 7.30
内用薬 2251001G2021 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ユニコン錠４００ 日医工 先発品 ○ 28.00
内用薬 2251001G2064 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 35.30
内用薬 2251001G3036 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニコン錠１００ 日医工 先発品 ○ 9.10
内用薬 2251001G3044 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠１００ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 13.60
内用薬 2251001G3060 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠１００ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2251001M1053 テオフィリン １００ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル１００ｍｇ サンド ★ 12.10
内用薬 2251001M2041 テオフィリン ２００ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル２００ｍｇ サンド ★ 18.50
内用薬 2251001M3021 テオフィリン ５０ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル５０ｍｇ サンド ★ 7.40
内用薬 2251001Q1039 テオフィリン ２％１ｍＬ テオドールシロップ２％ 田辺三菱製薬 先発品 10.90
内用薬 2251001R1026 テオフィリン ２０％１ｇ テオドールドライシロップ２０％ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 96.70
内用薬 2251001R1069 テオフィリン ２０％１ｇ テルバンスＤＳ２０％ メディサ新薬 後発品 58.30
内用薬 2251001R1077 テオフィリン ２０％１ｇ テルダン小児用ドライシロップ２ テバ製薬 後発品 38.00 H27.3.31まで

53 / 122 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

先発医薬品

同一剤形・規
格の後発医薬
品がある先発

医薬品

薬価
経過措置によ
る使用期限

備考品名

内用薬 2251001R1107 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリンドライシロップ２０％
「タカタ」

高田製薬 後発品 38.00

内用薬 2251001R1115 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン小児用ドライシロップ
２０％「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 38.00 H27.3.31まで

内用薬 2251001R1123 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小
児用２０％「サワイ」

沢井製薬 後発品 58.30

内用薬 2251001R1131 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ＤＳ小児用２０％
「トーワ」

東和薬品 後発品 58.30

内用薬 2251001R1140 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小
児用２０％「日医工」

日医工 後発品 38.00

内用薬 2251001S1036 テオフィリン １０ｍｇ２．５ｍＬ１ アプネカット経口液１０ｍｇ 興和 先発品 1,100.40
内用薬 2252003C1054 テルブタリン硫酸塩 １％１ｇ コンボン細粒１％ 辰巳化学 後発品 10.50 H28.3.31まで
内用薬 2252003C1062 テルブタリン硫酸塩 １％１ｇ テルブタリン硫酸塩細粒１％「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 10.50 H27.6.19収載

内用薬 2252003F1077 テルブタリン硫酸塩 ２ｍｇ１錠 コンボン錠２ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2252003F1085 テルブタリン硫酸塩 ２ｍｇ１錠 ブリカニール錠２ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 6.60
内用薬 2252003F1093 テルブタリン硫酸塩 ２ｍｇ１錠 テルブタリン硫酸塩錠２ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 5.60 H27.6.19収載

内用薬 2252003Q1035 テルブタリン硫酸塩 ０．０５％１ｍＬ ブリカニールシロップ０．５ｍｇ／
ｍＬ

アストラゼネカ 先発品 6.60

内用薬 2252006F1011 フェノテロール臭化水素
酸塩

２．５ｍｇ１錠 フェノテロール臭化水素酸塩２．５
ｍｇ錠

後発品 5.80

内用薬 2252006F1070 フェノテロール臭化水素
酸塩

２．５ｍｇ１錠 ベロテック錠２．５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

先発品 ○ 19.90

内用薬 2252006F1089 フェノテロール臭化水素
酸塩

２．５ｍｇ１錠 ポルボノール錠２．５ｍｇ ローマン工業 後発品 7.70

内用薬 2252006Q1055 フェノテロール臭化水素
酸塩

０．０５％１ｍＬ ベロテックシロップ０．０５％ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

先発品 ○ 8.80

内用薬 2252006Q1063 フェノテロール臭化水素
酸塩

０．０５％１ｍＬ フェノテロール臭化水素酸塩シロッ
プ小児用０．０５％「タナベ」

長生堂製薬 後発品 6.40 H27.3.31まで

内用薬 2252006Q1071 フェノテロール臭化水素
酸塩

０．０５％１ｍＬ モンブルトシロップ０．０５％ 日新製薬（山形） 後発品 6.40

内用薬 2252006R1026 フェノテロール臭化水素
酸塩

０．２５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．２
５％

高田製薬 後発品 30.90

内用薬 2252006R2022 フェノテロール臭化水素
酸塩

０．５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．
５％

高田製薬 後発品 47.80

内用薬 2252006R2030 フェノテロール臭化水素
酸塩

０．５％１ｇ ウガコールドライシロップ０．５％ 大原薬品工業 後発品 47.80 H26.9.30まで

内用薬 2252006R2049 フェノテロール臭化水素
酸塩

０．５％１ｇ フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小
児用０．５％「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 47.80

内用薬 2254001F1080 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 アスタージス錠２ｍｇ 日医工 後発品 5.40 H26.9.30まで
内用薬 2254001F1099 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 ベネトリン錠２ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
先発品 ○ 6.70

内用薬 2254001F1102 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40
内用薬 2254001Q1073 サルブタモール硫酸塩 ０．０４％１ｍＬ ベネトリンシロップ０．０４％ グラクソ・スミス

クライン
先発品 5.50

内用薬 2259001F1044 メトキシフェナミン塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 メトキシフェナミン塩酸塩錠１００
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2259002F1014 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ツロブテロール塩酸塩１ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2259002F1065 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ホクナリン錠１ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 17.90
内用薬 2259002F1081 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ツロブテロール塩酸塩錠１ｍｇ

「オーハラ」
大原薬品工業 後発品 6.00

内用薬 2259002F1090 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ベラチン錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 17.90
内用薬 2259002R1010 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩０．１％シ

ロップ用
後発品 8.80

内用薬 2259002R1061 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ホクナリンドライシロップ０．１％
小児用

マイランＥＰＤ 先発品 ○ 31.70

内用薬 2259002R1100 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ベラチンドライシロップ小児用０．
１％

田辺三菱製薬 先発品 ○ 31.70

内用薬 2259003B1041 トリメトキノール塩酸塩
水和物

１％１ｇ イノリン散１％ 田辺三菱製薬 先発品 31.30

内用薬 2259003F1019 トリメトキノール塩酸塩
水和物

３ｍｇ１錠 トリメトキノール塩酸塩３ｍｇ錠 後発品 5.60

内用薬 2259003F1124 トリメトキノール塩酸塩
水和物

３ｍｇ１錠 イノリン錠３ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 14.50

内用薬 2259003Q1095 トリメトキノール塩酸塩
水和物

０．１％１ｍＬ イノリンシロップ０．１％ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 8.80

内用薬 2259003Q1109 トリメトキノール塩酸塩
水和物

０．１％１ｍＬ カルヨンシロップ０．１％ 辰巳化学 後発品 3.90 H27.3.31まで

内用薬 2259003Q1125 トリメトキノール塩酸塩
水和物

０．１％１ｍＬ トスメリアンシロップ小児用０．
１％

東和薬品 後発品 3.90

内用薬 2259003Q1133 トリメトキノール塩酸塩
水和物

０．１％１ｍＬ トリメトキノール塩酸塩シロップ小
児用０．１％「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 3.90 H26.6.20収載

内用薬 2259004D1047 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１％１ｇ メプチン顆粒０．０１％ 大塚製薬 先発品 52.00

内用薬 2259004F1013 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩０．０２５ｍ
ｇ錠

後発品 5.60

内用薬 2259004F1056 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 ブリージン錠２５μｇ 共和薬品工業 後発品 5.70 H27.3.31まで

内用薬 2259004F1110 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 メプチンミニ錠２５μｇ 大塚製薬 先発品 ○ 18.00

内用薬 2259004F2010 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩０．０５ｍｇ
錠

後発品 5.80

内用薬 2259004F2168 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０５ｍｇ１錠 メプチン錠５０μｇ 大塚製薬 先発品 ○ 29.20

内用薬 2259004Q1111 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 大塚製薬 先発品 ○ 7.90

内用薬 2259004Q1120 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ エプカロールシロップ５μｇ／ｍＬ 東和薬品 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1170 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ レンブリスシロップ５μｇ／ｍＬ 日新製薬（山形） 後発品 3.80 H27.9.30まで

内用薬 2259004Q1189 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ プロカテロール塩酸塩シロップ５μ
ｇ／ｍＬ「テバ」

大正薬品工業 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1197 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ プロカテロール塩酸塩シロップ５μ
ｇ／ｍＬ「日医工」

日医工 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1200 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ プロカテロール塩酸塩シロップ５μ
ｇ／ｍＬ「日新」

日新製薬（山形） 後発品 3.80 H26.12.12収載

内用薬 2259004R1028 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１％１ｇ エステルチンドライシロップ０．０
１％

高田製薬 後発品 54.80

内用薬 2259004R2024 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．００５％１ｇ メプチンドライシロップ０．００
５％

大塚製薬 先発品 72.70

内用薬 2259006D1038 クレンブテロール塩酸塩 ０．００２％１ｇ スピロペント顆粒０．００２％ 帝人ファーマ 先発品 31.40
内用薬 2259006F1063 クレンブテロール塩酸塩 １０μｇ１錠 トニール錠１０μｇ 原沢製薬工業 後発品 5.70
内用薬 2259006F1071 クレンブテロール塩酸塩 １０μｇ１錠 クレンブテロール塩酸塩錠１０μｇ

「タイヨー」
テバ製薬 後発品 5.70 H28.3.31まで

内用薬 2259006F1080 クレンブテロール塩酸塩 １０μｇ１錠 スピロペント錠１０μｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 15.60
内用薬 2259100P1043 ｄｌ－イソプレナリン塩

酸塩・プロナーゼ
１カプセル イソパール・Ｐ配合カプセル 科研製薬 後発品 14.80

内用薬 2312001X1014 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン 6.90
内用薬 2312001X1057 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 2312001X1065 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン「三恵」 三恵薬品 7.20
内用薬 2312001X1073 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン シオエ シオエ製薬 7.60
内用薬 2312001X1081 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 「純生」タンナルビン 小堺製薬 7.20 H27.3.31まで
内用薬 2312001X1090 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.60
内用薬 2312001X1162 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 ※ タンニン酸アルブミン（山善） 山善製薬 7.20
内用薬 2312001X1189 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンナルビン「ヨシダ」 吉田製薬 7.60
内用薬 2312001X1235 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン原末「マルイ

シ」
丸石製薬 7.20

内用薬 2314002F2022 ベルベリン塩化物水和物 １００ｍｇ１錠 キョウベリン錠１００ 大峰堂薬品工業 後発品 9.50
内用薬 2315002X1029 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（岩城） 岩城製薬 9.00 H27.3.31まで
内用薬 2315002X1053 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ケンエー」 健栄製薬 10.00
内用薬 2315002X1070 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「三恵」 三恵薬品 9.00
内用薬 2315002X1088 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス シオエ シオエ製薬 10.00
内用薬 2315002X1118 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（東海製薬） 東海製薬 10.00
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内用薬 2315002X1126 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「メタル」 中北薬品 10.00
内用薬 2315002X1134 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ホエイ」 マイラン製薬 10.60 H27.3.31まで
内用薬 2315002X1215 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ニッコー」 日興製薬 10.00
内用薬 2315002X1240 次硝酸ビスマス １ｇ 局 硝ビス「ヨシダ」 吉田製薬 10.60
内用薬 2315002X1258 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ビスミット「ヒシヤマ」 ニプロ 9.00 H27.3.31まで
内用薬 2315002X1266 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（山善） 山善製薬 10.60
内用薬 2315002X1274 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「日医工」 日医工 9.00
内用薬 2315003X1023 次炭酸ビスマス １ｇ 次炭酸ビスマス「ホエイ」 マイラン製薬 後発品 11.90 H27.3.31まで
内用薬 2316002B1037 耐性乳酸菌 １ｇ エントモール散 長生堂製薬 後発品 6.20 H27.9.30まで
内用薬 2316002B1045 耐性乳酸菌 １ｇ エンテロノン－Ｒ散 味の素製薬 6.20
内用薬 2316002B1053 耐性乳酸菌 １ｇ 耐性乳酸菌散１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 6.20 H26.12.12収載
内用薬 2316003B1040 ビフィズス菌 １ｇ レベニンＳ散 わかもと製薬 後発品 6.20 H28.3.31まで
内用薬 2316003B1058 ビフィズス菌 １ｇ ビオスミン配合散 ビオフェルミン製

薬
6.20

内用薬 2316003B1066 ビフィズス菌 １ｇ レベニンＳ配合散 わかもと製薬 後発品 6.20 H27.12.11収載
内用薬 2316003F1025 ビフィズス菌 １錠 レベニンＳ配合錠 わかもと製薬 後発品 6.20 H27.12.11収載
内用薬 2316004B1036 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ散 ビオフェルミン製

薬
後発品 6.20

内用薬 2316004F1020 耐性乳酸菌 １錠 ビオフェルミンＲ錠 ビオフェルミン製
薬

後発品 5.80

内用薬 2316005B1022 カゼイ菌 １ｇ ビオラクチス散 ヤクルト本社 後発品 6.20
内用薬 2316009C1026 酪酸菌 １ｇ ミヤＢＭ細粒 ミヤリサン製薬 6.20
内用薬 2316009F1022 酪酸菌 １錠 ミヤＢＭ錠 ミヤリサン製薬 5.60
内用薬 2316011X1033 耐性乳酸菌 １ｇ ラクスパン散１．８％ キッセイ薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316012A1078 ラクトミン １ｇ フソウラクトミン末 扶桑薬品工業 6.20
内用薬 2316012A1094 ラクトミン １ｇ ビフラミン末 テバ製薬 後発品 6.20 H27.3.31まで
内用薬 2316012A1116 ラクトミン １ｇ アタバニン散 日東薬品工業 6.20
内用薬 2316012A1124 ラクトミン １ｇ ビオヂアスミンＦ－２散 日東薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316012A1132 ラクトミン １ｇ ビオフェルミン配合散 ビオフェルミン製

薬
6.20

内用薬 2316012A1140 ラクトミン １ｇ ラクトミン散「イセイ」 コーアイセイ 後発品 6.20
内用薬 2316012A1159 ラクトミン １ｇ ラクトミン末「マルイシ」 丸石製薬 6.20
内用薬 2316012A1167 ラクトミン １ｇ ビオラクト原末 三恵薬品 6.20
内用薬 2316014B1030 ビフィズス菌 １％１ｇ ラックビー微粒Ｎ 興和 6.20
内用薬 2316014F1023 ビフィズス菌 １錠 ラックビー錠 興和 6.10
内用薬 2316015B1034 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラックメロン散２％ コーアイセイ 後発品 6.20
内用薬 2316016B1039 耐性乳酸菌 １ｇ レベニン散 わかもと製薬 後発品 6.20
内用薬 2316016F1022 耐性乳酸菌 １錠 レベニン錠 わかもと製薬 後発品 5.80 H27.12.11収載
内用薬 2316016M1021 耐性乳酸菌 １カプセル レベニンカプセル わかもと製薬 後発品 5.80
内用薬 2316017B1041 酪酸菌 １ｇ ビオスリー配合散 東亜薬品工業 6.20
内用薬 2316017F1035 酪酸菌 １錠 ビオスリー配合錠 東亜薬品工業 5.60
内用薬 2316017F2023 酪酸菌 １錠 ビオスリー配合ＯＤ錠 東亜薬品工業 5.60 H27.12.11収載
内用薬 2316018B1038 ビフィズス菌 ２％１ｇ ビフィスゲン散 日東薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316019B1040 耐性乳酸菌 １ｇ コレポリーＲ散１０％ 東和薬品 後発品 6.20
内用薬 2316019B1059 耐性乳酸菌 １ｇ ラックビーＲ散 興和 後発品 6.20
内用薬 2316020F1029 ビフィズス菌 １錠 ビオフェルミン錠剤 ビオフェルミン製

薬
後発品 5.60

内用薬 2318001B1037 ジメチコン １０％１ｇ ガスコン散１０％ キッセイ薬品工業 8.20
内用薬 2318001C1032 ジメチコン １０％１ｇ ナイスタール細粒１０％ ザイダスファーマ 後発品 6.20 H27.3.31まで
内用薬 2318001F1047 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスオール錠４０ｍｇ「陽進」 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2318001F1063 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスコン錠４０ｍｇ キッセイ薬品工業 5.60
内用薬 2318001F1187 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスサール錠４０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2318001F1195 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガステール錠４０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2318001F1209 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ポリシロ錠４０ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2318001F3023 ジメチコン ８０ｍｇ１錠 ガスコン錠８０ｍｇ キッセイ薬品工業 準先発品 ○ 5.90
内用薬 2318001F3031 ジメチコン ８０ｍｇ１錠 ポリシロ錠８０ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2318001Q1080 ジメチコン ２％１ｍＬ ガスコンドロップ内用液２％ キッセイ薬品工業 準先発品 ○ 3.80
内用薬 2318001Q1099 ジメチコン ２％１ｍＬ バリトゲン消泡内用液２％ 伏見製薬所 後発品 3.30
内用薬 2318001Q1102 ジメチコン ２％１ｍＬ バロス消泡内用液２％ 堀井薬品工業 後発品 3.30
内用薬 2318001Q1110 ジメチコン ２％１ｍＬ バルギン消泡内用液２％ カイゲンファーマ 後発品 3.30
内用薬 2319001C1013 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ 塩酸ロペラミド０．０５％細粒 後発品 14.00
内用薬 2319001C1080 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペミン小児用細粒０．０５％ ヤンセンファーマ 先発品 ○ 56.30
内用薬 2319001C2010 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ 塩酸ロペラミド０．１％細粒 後発品 9.10
内用薬 2319001C2060 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペミン細粒０．１％ ヤンセンファーマ 先発品 ○ 56.10
内用薬 2319001C3032 塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．２％「フ

ソー」
ダイト 後発品 32.80

内用薬 2319001F1010 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 塩酸ロペラミド１ｍｇ錠 後発品 9.50
内用薬 2319001F1044 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロスポリア錠１ｍｇ 日医工 後発品 47.00
内用薬 2319001M1019 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル 塩酸ロペラミド１ｍｇカプセル 後発品 9.50
内用薬 2319001M1213 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペミンカプセル１ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 ○ 51.80
内用薬 2319001R1032 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペカルド小児用ドライシロップ

０．０５％
シオノケミカル 後発品 24.50

内用薬 2319002X1010 乳酸 １０ｇ 局 乳酸 23.40
内用薬 2319002X1044 乳酸 １０ｇ 局 乳酸「ケンエー」 健栄製薬 24.80
内用薬 2319003X1014 薬用炭 １ｇ 局 薬用炭 8.30
内用薬 2319100F1064 ベルベリン塩化物水和

物・ゲンノショウコエキ
１錠 フェロベリン配合錠 ＭＳＤ 準先発品 ○ 7.50

内用薬 2319100F1080 ベルベリン塩化物水和
物・ゲンノショウコエキ

１錠 リーダイ配合錠 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2321001F1042 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５ｍｇ１錠 キャベジンＵコーワ錠２５ｍｇ 興和 5.60

内用薬 2321001F1050 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５ｍｇ１錠 チオスペン錠２５ｍｇ テバ製薬 後発品 5.40 H27.3.31まで

内用薬 2322001D1090 ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒「ヒシヤマ」 ニプロ 後発品 6.40 H26.9.30まで
内用薬 2322001D1316 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒９９％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.40
内用薬 2323001C2020 アズレンスルホン酸ナト

リウム水和物
０．４％１ｇ アズノール細粒（０．４％） 日本新薬 10.90

内用薬 2323001C2047 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

０．４％１ｇ ノズレン細粒０．４％ ザイダスファーマ 後発品 6.20 H27.3.31まで

内用薬 2323001C3027 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

１％１ｇ アズノール細粒（１％） 日本新薬 17.80

内用薬 2323001C3043 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

１％１ｇ ノズレン細粒１％ ザイダスファーマ 後発品 9.30 H27.3.31まで

内用薬 2323001D3014 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

１％１ｇ アズレンスルホン酸ナトリウム１％
顆粒

後発品 6.20

内用薬 2323001D3065 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

１％１ｇ 水溶性アズレン顆粒１％「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 6.20 H27.3.31まで

内用薬 2323001F1217 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

２ｍｇ１錠 水溶性アズレン錠２ｍｇ「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 5.00 H27.3.31まで

内用薬 2323001F1225 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

２ｍｇ１錠 アズノール錠２ｍｇ 日本新薬 準先発品 ○ 6.90

内用薬 2323001F1241 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

２ｍｇ１錠 アテネレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00 H26.9.30まで

内用薬 2323001F1250 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

２ｍｇ１錠 アズレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2323002D1032 エグアレンナトリウム水
和物

２．５％１ｇ アズロキサ顆粒２．５％ 寿製薬 先発品 78.30

内用薬 2323002F1025 エグアレンナトリウム水
和物

１５ｍｇ１錠 アズロキサ錠１５ｍｇ 寿製薬 先発品 64.50

内用薬 2325001C1010 シメチジン ２０％１ｇ シメチジン２０％細粒 後発品 6.20
内用薬 2325001C1053 シメチジン ２０％１ｇ タガメット細粒２０％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 22.00
内用薬 2325001C2084 シメチジン ４０％１ｇ チーカプト細粒４０％ 東和薬品 後発品 7.50 H27.3.31まで
内用薬 2325001C2092 シメチジン ４０％１ｇ カイロック細粒４０％ 藤本製薬 先発品 ○ 20.90
内用薬 2325001C2106 シメチジン ４０％１ｇ シメチジン細粒４０％「トーワ」 東和薬品 後発品 7.50 H26.6.20収載
内用薬 2325001F1017 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン２００ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2325001F1211 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タガメット錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 20.10
内用薬 2325001F2013 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン４００ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 2325001F2048 シメチジン ４００ｍｇ１錠 タガメット錠４００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 29.60
内用薬 2325002F1011 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 後発品 7.30
内用薬 2325002F1194 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ザンタック錠１５０ グラクソ・スミス

クライン
先発品 ○ 37.60

内用薬 2325002F1216 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイラ マイラン製薬 後発品 12.60
内用薬 2325002F1259 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.60
内用薬 2325002F2018 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 後発品 5.80
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内用薬 2325002F2026 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ザンタック錠７５ グラクソ・スミス
クライン

先発品 ○ 24.80

内用薬 2325002F2123 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 8.80
内用薬 2325002F2174 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.80
内用薬 2325003B1022 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスター散１０％ アステラス製薬 先発品 ○ 233.70
内用薬 2325003B1049 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスセプト散１０％ メディサ新薬 後発品 140.70 H28.3.31まで
内用薬 2325003B1057 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスドック散１０％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 89.80 H27.3.31まで

内用薬 2325003B1065 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 89.80
内用薬 2325003B1073 ファモチジン １０％１ｇ 局 ストマルコン散１０％ 大正薬品工業 後発品 89.80
内用薬 2325003B1090 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「日医工」 日医工 後発品 89.80
内用薬 2325003B1103 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 89.80
内用薬 2325003B1111 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 140.70
内用薬 2325003B1120 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 89.80 H26.6.20収載

内用薬 2325003B2010 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン２％散 後発品 14.70
内用薬 2325003B2029 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスター散２％ アステラス製薬 先発品 ○ 54.70
内用薬 2325003B2045 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン細粒２％「サワイ」 沢井製薬 後発品 21.90
内用薬 2325003B2053 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスドック散２％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 21.90 H27.3.31まで

内用薬 2325003B2096 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスセプト散２％ メディサ新薬 後発品 21.90 H28.3.31まで
内用薬 2325003B2126 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「日医工」 日医工 後発品 21.90
内用薬 2325003B2134 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 21.90
内用薬 2325003B2142 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「トーワ」 東和薬品 後発品 21.90
内用薬 2325003B2150 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 21.90 H26.6.20収載

内用薬 2325003F1016 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン１０ｍｇ錠（１） 後発品 9.60
内用薬 2325003F1024 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスター錠１０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 27.00
内用薬 2325003F1040 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０「サワイ」 沢井製薬 後発品 10.60
内用薬 2325003F1059 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 チオスター錠１０ 全星薬品工業 後発品 10.60
内用薬 2325003F1083 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスメット錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 10.60 H27.9.30まで
内用薬 2325003F1113 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスリック錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 10.60 H28.3.31まで
内用薬 2325003F1148 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠１０ サンノーバ 後発品 10.60
内用薬 2325003F1164 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスペラジン錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 10.60 H28.3.31まで
内用薬 2325003F1172 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスセプト錠１０ メディサ新薬 後発品 14.50 H28.3.31まで
内用薬 2325003F1210 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 10.60
内用薬 2325003F1229 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 10.60
内用薬 2325003F1245 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 10.60
内用薬 2325003F1253 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.60
内用薬 2325003F1261 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.60
内用薬 2325003F1270 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ケミ シオノケミカル 後発品 10.60
内用薬 2325003F1288 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「オーハ 大原薬品工業 後発品 10.60
内用薬 2325003F1300 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 10.60
内用薬 2325003F1350 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＴＢＰ」 東菱薬品工業 後発品 10.60 H26.12.12収載
内用薬 2325003F1369 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 10.60 H27.6.19収載
内用薬 2325003F1377 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 14.50 H27.6.19収載
内用薬 2325003F1385 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 10.60 H27.6.19収載
内用薬 2325003F2012 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン２０ｍｇ錠（１） 後発品 12.70
内用薬 2325003F2020 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスター錠２０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 46.40
内用薬 2325003F2098 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスメット錠２０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 25.70 H27.9.30まで
内用薬 2325003F2128 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスリック錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 19.60 H28.3.31まで
内用薬 2325003F2152 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠２０ サンノーバ 後発品 19.60
内用薬 2325003F2195 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスセプト錠２０ メディサ新薬 後発品 19.60 H28.3.31まで
内用薬 2325003F2292 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ケミ シオノケミカル 後発品 25.70
内用薬 2325003F2306 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「オーハ 大原薬品工業 後発品 19.60
内用薬 2325003F2322 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 19.60
内用薬 2325003F2373 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＴＢＰ」 東菱薬品工業 後発品 25.70 H26.12.12収載
内用薬 2325003F2390 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 19.60 H27.6.19収載
内用薬 2325003F2403 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 19.60 H27.6.19収載
内用薬 2325003F3019 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン１０ｍｇ錠（２） 後発品 9.60
内用薬 2325003F3035 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠１０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 27.00
内用薬 2325003F3060 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスリックＤ錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 10.60 H28.3.31まで
内用薬 2325003F3124 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 10.60
内用薬 2325003F3132 ファモチジン １０ｍｇ１錠 クリマーゲンＯＤ錠１０ｍｇ マイラン製薬 後発品 10.60 H28.3.31まで
内用薬 2325003F3159 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスメットＤ錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 10.60 H27.9.30まで
内用薬 2325003F3167 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＭＥ メディサ新薬 後発品 14.50 H28.3.31まで
内用薬 2325003F3175 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 10.60

内用薬 2325003F3183 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 10.60
内用薬 2325003F3191 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「日医 日医工 後発品 10.60
内用薬 2325003F3205 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 後発品 10.60

内用薬 2325003F3213 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 10.60

内用薬 2325003F3230 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 10.60

内用薬 2325003F3248 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＢ
Ｐ」

東菱薬品工業 後発品 10.60 H26.12.12収載

内用薬 2325003F3256 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「日 日新製薬（山形） 後発品 10.60 H27.6.19収載
内用薬 2325003F3264 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファ

イザー」
マイラン製薬 後発品 10.60 H27.6.19収載

内用薬 2325003F4015 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン２０ｍｇ錠（２） 後発品 12.70
内用薬 2325003F4031 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠２０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 46.40
内用薬 2325003F4040 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスリックＤ錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 19.60 H28.3.31まで
内用薬 2325003F4155 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 クリマーゲンＯＤ錠２０ｍｇ マイラン製薬 後発品 19.60 H28.3.31まで
内用薬 2325003F4171 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスメットＤ錠２０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 25.70 H27.9.30まで
内用薬 2325003F4180 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＭＥ メディサ新薬 後発品 19.60 H28.3.31まで
内用薬 2325003F4198 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 19.60

内用薬 2325003F4228 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 25.70

内用薬 2325003F4236 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 19.60

内用薬 2325003F4252 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 19.60

内用薬 2325003F4260 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＴＢ
Ｐ」

東菱薬品工業 後発品 25.70 H26.12.12収載

内用薬 2325003F4279 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「日 日新製薬（山形） 後発品 19.60 H27.6.19収載
内用薬 2325003F4287 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ファ

イザー」
マイラン製薬 後発品 19.60 H27.6.19収載

内用薬 2325004C1022 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

２０％１ｇ アルタット細粒２０％ あすか製薬 先発品 113.70

内用薬 2325004M1044 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキサチカプセル７５ 大原薬品工業 後発品 23.90

内用薬 2325004M1052 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキセタートカプセル７５ｍｇ 東和薬品 後発品 23.90

内用薬 2325004M1060 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキタットカプセル７５ｍｇ 沢井製薬 後発品 23.90 H27.3.31まで

内用薬 2325004M1087 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 アルタットカプセル７５ｍｇ あすか製薬 先発品 ○ 42.20

内用薬 2325004M1095 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐
放カプセル７５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 23.90 H26.6.20収載

内用薬 2325004M2032 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキサチカプセル３７．５ 大原薬品工業 後発品 15.00

内用薬 2325004M2040 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキセタートカプセル３７．５ｍｇ 東和薬品 後発品 15.00

内用薬 2325004M2059 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキタットカプセル３７．５ｍｇ 沢井製薬 後発品 15.00 H27.3.31まで

内用薬 2325004M2067 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 アルタットカプセル３７．５ｍｇ あすか製薬 先発品 ○ 25.90

内用薬 2325004M2075 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐
放カプセル３７．５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 15.00 H26.6.20収載

内用薬 2325005F1023 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザトリック錠１５０ｍｇ 陽進堂 後発品 13.50 H26.9.30まで
内用薬 2325005F1031 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 アシノン錠１５０ｍｇ ゼリア新薬工業 先発品 ○ 36.90
内用薬 2325005F1040 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.50
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内用薬 2325005F2020 ニザチジン ７５ｍｇ１錠 アシノン錠７５ｍｇ ゼリア新薬工業 先発品 ○ 23.20
内用薬 2325005M1030 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「Ｏ

ＨＡＲＡ」
大原薬品工業 後発品 25.30 H26.9.30まで

内用薬 2325005M1049 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチンカプセル１５０ 沢井製薬 後発品 25.30 H27.3.31まで
内用薬 2325005M1081 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ドルセンカプセル１５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 13.50 H27.9.30まで
内用薬 2325005M1103 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザノンカプセル１５０ 東和薬品 後発品 25.30
内用薬 2325005M1120 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タ

ナベ」
田辺三菱製薬 後発品 13.50

内用薬 2325005M1138 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 25.30 H27.9.30まで

内用薬 2325005M1154 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タ
イヨー」

テバ製薬 後発品 13.50

内用薬 2325005M1162 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 25.30

内用薬 2325005M1170 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 25.30 H26.6.20収載

内用薬 2325005M1189 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 13.50 H26.12.12収載

内用薬 2325005M1197 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 25.30 H26.12.12収載

内用薬 2325005M2037 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＯＨ
ＡＲＡ」

大原薬品工業 後発品 16.50 H26.9.30まで

内用薬 2325005M2045 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチンカプセル７５ 沢井製薬 後発品 16.50 H27.3.31まで
内用薬 2325005M2053 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザノンカプセル７５ 東和薬品 後発品 16.50
内用薬 2325005M2061 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザトリックカプセル７５ｍｇ 陽進堂 後発品 10.30 H26.9.30まで
内用薬 2325005M2070 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ドルセンカプセル７５ｍｇ 辰巳化学 後発品 10.30 H27.9.30まで
内用薬 2325005M2088 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 10.30

内用薬 2325005M2096 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 10.30

内用薬 2325005M2100 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 16.50 H27.9.30まで

内用薬 2325005M2118 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 10.30
内用薬 2325005M2126 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オー

ハラ」
大原薬品工業 後発品 16.50

内用薬 2325005M2134 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 16.50 H26.6.20収載

内用薬 2325005M2142 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 10.30 H26.12.12収載

内用薬 2325005M2150 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 16.50 H26.12.12収載

内用薬 2325006F1036 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 プロテカジン錠５ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 22.90
内用薬 2325006F1044 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖ

ｉｓ製薬
後発品 14.30

内用薬 2325006F1052 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 14.30
内用薬 2325006F1060 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 14.30
内用薬 2325006F1079 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 14.30
内用薬 2325006F1087 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.30
内用薬 2325006F1095 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 11.30
内用薬 2325006F1109 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 14.30
内用薬 2325006F1117 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.30
内用薬 2325006F1125 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 14.30 H27.10.1局方品

内用薬 2325006F2032 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 プロテカジン錠１０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 38.80
内用薬 2325006F2040 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖ

ｉｓ製薬
後発品 24.20

内用薬 2325006F2059 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 24.20
内用薬 2325006F2067 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 24.20
内用薬 2325006F2075 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 24.20
内用薬 2325006F2083 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.20
内用薬 2325006F2091 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 24.20
内用薬 2325006F2105 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 24.20
内用薬 2325006F2113 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.20
内用薬 2325006F2121 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイ ファイザー 後発品 24.20 H27.10.1局方品

内用薬 2325006F3020 ラフチジン ５ｍｇ１錠 プロテカジンＯＤ錠５ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 22.90
内用薬 2325006F4027 ラフチジン １０ｍｇ１錠 プロテカジンＯＤ錠１０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 38.80
内用薬 2329002C2029 アルジオキサ ２５％１ｇ 局 アスコンプ細粒２５％ 日本ケミファ 後発品 10.20
内用薬 2329002C3025 アルジオキサ ２０％１ｇ 局 アランタＳＰ細粒２０％ キッセイ薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2329002D1052 アルジオキサ １０％１ｇ 局 アルサ顆粒１０％ 東和薬品 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 2329002D1060 アルジオキサ １０％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60 H26.6.20収載
内用薬 2329002D2059 アルジオキサ ２０％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒２０％「日医工」 日医工 後発品 6.20
内用薬 2329002D3020 アルジオキサ ２５％１ｇ 局 イサロン顆粒２５％ あすか製薬 後発品 10.20
内用薬 2329002D3055 アルジオキサ ２５％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒２５％「ツルハ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2329002D4019 アルジオキサ ５０％１ｇ アルジオキサ５０％顆粒 後発品 6.20
内用薬 2329002D4248 アルジオキサ ５０％１ｇ 局 イサロン顆粒５０％ あすか製薬 後発品 16.30
内用薬 2329002D4256 アルジオキサ ５０％１ｇ 局 アスコンプ顆粒５０％ 日本ケミファ 後発品 16.30
内用薬 2329002D4302 アルジオキサ ５０％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒５０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.20
内用薬 2329002F2114 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アランタＳＦ錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2329002F2122 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルサ錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 2329002F2130 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルキサ錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2329002F2157 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルジオキサ錠１００ｍｇ「イセ コーアイセイ 後発品 5.60
内用薬 2329002F2165 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 イサロン錠１００ｍｇ あすか製薬 後発品 5.60
内用薬 2329002F2173 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2329002F2181 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルジオキサ錠１００ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 5.60 H26.6.20収載
内用薬 2329004C1129 セトラキサート塩酸塩 ４０％１ｇ ノイエル細粒４０％ 第一三共エスファ 先発品 ○ 22.90
内用薬 2329004C1161 セトラキサート塩酸塩 ４０％１ｇ セトラキサート塩酸塩細粒４０％

「ＹＤ」
陽進堂 後発品 13.00

内用薬 2329004M1159 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ラクマーゼカプセル２００ｍｇ 東和薬品 後発品 8.90
内用薬 2329004M1167 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル エルグリルカプセル２００ｍｇ 辰巳化学 後発品 8.90
内用薬 2329004M1175 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ノイエルカプセル２００ｍｇ 第一三共エスファ 先発品 ○ 12.90
内用薬 2329004M1191 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル セトラキサート塩酸塩カプセル２０

０ｍｇ「ＹＤ」
陽進堂 後発品 8.90

内用薬 2329005C1042 ピレンゼピン塩酸塩水和 ５％１ｇ カロデリン細粒５％ 日本ケミファ 後発品 17.40 H28.3.31まで
内用薬 2329005C2081 ピレンゼピン塩酸塩水和 １０％１ｇ ランクリック細粒１０％ 東和薬品 後発品 12.50
内用薬 2329005C2090 ピレンゼピン塩酸塩水和 １０％１ｇ カロデリン細粒１０％ 日本ケミファ 後発品 27.40 H28.3.31まで
内用薬 2329005F1197 ピレンゼピン塩酸塩水和 ２５ｍｇ１錠 ガタンプル錠２５ｍｇ ニプロ 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2329005F1200 ピレンゼピン塩酸塩水和 ２５ｍｇ１錠 ピン錠２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60 H27.9.30まで
内用薬 2329005F1219 ピレンゼピン塩酸塩水和

物
２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「日

医工」
日医工 後発品 5.60

内用薬 2329005F1227 ピレンゼピン塩酸塩水和 ２５ｍｇ１錠 ピロデイン錠２５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2329005F1235 ピレンゼピン塩酸塩水和 ２５ｍｇ１錠 ストマゼピン錠２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 2329005F1251 ピレンゼピン塩酸塩水和

物
２５ｍｇ１錠 ガストロゼピン錠２５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
先発品 ○ 13.70

内用薬 2329005F1260 ピレンゼピン塩酸塩水和 ２５ｍｇ１錠 ランクリック錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2329005F1278 ピレンゼピン塩酸塩水和

物
２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ

ＣＫ」
辰巳化学 後発品 5.60 H26.12.12収載

内用薬 2329005F1286 ピレンゼピン塩酸塩水和
物

２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 5.60 H27.6.19収載

内用薬 2329006C1080 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファニール細粒１０％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 11.70 H27.3.31まで
内用薬 2329006C1101 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファルナート細粒１０％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.20 H28.3.31まで
内用薬 2329006M1115 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファニールソフトカプセル５０ 大日本住友製薬 先発品 ○ 5.90 H27.3.31まで
内用薬 2329006M1344 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファニールカプセル５０ 大日本住友製薬 先発品 ○ 5.90 H27.3.31まで
内用薬 2329006M1352 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファルナートカプセル５０ｍｇ

「ツルハラ」
鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 2329006M2081 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファニールカプセル１００ 大日本住友製薬 先発品 ○ 11.70 H27.3.31まで
内用薬 2329006M2090 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファニールソフトカプセル１００ 大日本住友製薬 先発品 ○ 11.70 H27.3.31まで
内用薬 2329006M2260 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファルナートソフトカプセル１０

０ｍｇ「ツルハラ」
鶴原製薬 後発品 6.40

内用薬 2329008C1089 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 6.20 H27.3.31まで

内用薬 2329008C1097 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ アルサルミン細粒９０％ 中外製薬 先発品 ○ 6.40
内用薬 2329008C1100 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ オーネスミン細粒９０％ 鶴原製薬 後発品 6.20 H26.9.30まで
内用薬 2329008C1119 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ ツナルミン細粒９０％ 前田薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2329008C1127 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 6.20
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内用薬 2329008C1135 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329008D1157 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ ビンガスト顆粒９０％ 日医工 後発品 6.20 H26.9.30まで
内用薬 2329008D1165 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ シューアルミン顆粒９０％ サンド 後発品 6.20
内用薬 2329008D1173 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.20

内用薬 2329008D1181 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「日医
工」

日医工 後発品 6.20

内用薬 2329008S1091 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ テイガスト内服液１０％ 日医工 後発品 2.70 H26.9.30まで
内用薬 2329008S1105 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ アルサルミン内用液１０％ 中外製薬 先発品 ○ 3.70
内用薬 2329008S1113 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「タ

イヨー」
テバ製薬 後発品 2.70

内用薬 2329008S1121 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「日
医工」

日医工 後発品 2.70

内用薬 2329009C2012 スルピリド １０％１ｇ スルピリド１０％細粒 後発品 6.20
内用薬 2329009C2020 スルピリド １０％１ｇ アビリット細粒１０％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 20.40 H28.3.31まで
内用薬 2329009C2055 スルピリド １０％１ｇ ドグマチール細粒１０％ アステラス製薬 先発品 ○ 24.30
内用薬 2329009C2063 スルピリド １０％１ｇ ミラドール細粒１０％ バイエル薬品 先発品 ○ 19.00
内用薬 2329009C3019 スルピリド ５０％１ｇ スルピリド５０％細粒 後発品 17.10
内用薬 2329009C3078 スルピリド ５０％１ｇ ドグマチール細粒５０％ アステラス製薬 先発品 ○ 68.70
内用薬 2329009C3086 スルピリド ５０％１ｇ ミラドール細粒５０％ バイエル薬品 先発品 ○ 56.60
内用薬 2329009C3116 スルピリド ５０％１ｇ アビリット細粒５０％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 60.90 H28.3.31まで
内用薬 2329009F1012 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド５０ｍｇ錠 後発品 6.30
内用薬 2329009F1098 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ（ＴＹＫ） 大正薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2329009F1110 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 15.30
内用薬 2329009F1144 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ミラドール錠５０ バイエル薬品 先発品 ○ 10.40
内用薬 2329009F1179 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 アビリット錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 11.50
内用薬 2329009F1187 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.30
内用薬 2329009F1209 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 マーゲノール錠５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.30 H27.9.30まで
内用薬 2329009F1217 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30
内用薬 2329009F1225 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30 H26.12.12収載
内用薬 2329009M1356 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 アビリットカプセル５０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 11.50 H28.3.31まで
内用薬 2329009M1364 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 スルピリドカプセル５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2329009M1372 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ミラドールカプセル５０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 10.40
内用薬 2329009M1380 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ドグマチールカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 15.30
内用薬 2329009M1399 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 マーゲノールカプセル５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.30 H27.9.30まで
内用薬 2329009M1437 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 スルピリドカプセル５０ｍｇ「イセ

イ」
コーアイセイ 後発品 6.30

内用薬 2329009M1445 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 スルピリドカプセル５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 6.30 H26.12.12収載

内用薬 2329010F1031 プログルミド ２００ｍｇ１錠 プロミド錠２００ｍｇ 科研製薬 先発品 7.40
内用薬 2329011C1099 ソファルコン １０％１ｇ パランコン細粒１０％ 東和薬品 後発品 9.00 H27.3.31まで
内用薬 2329011C1137 ソファルコン １０％１ｇ ソルドロン細粒１０％ 沢井製薬 後発品 9.00 H27.9.30まで
内用薬 2329011C1196 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.00
内用薬 2329011C1200 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 9.00 H26.6.20収載
内用薬 2329011C1218 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.00 H26.12.12収載
内用薬 2329011C2028 ソファルコン ２０％１ｇ ソロン細粒２０％ 大正製薬 先発品 ○ 26.20
内用薬 2329011C2044 ソファルコン ２０％１ｇ セスファルコ細粒２０％ 長生堂製薬 後発品 14.20 H27.3.31まで
内用薬 2329011C2052 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 14.20
内用薬 2329011C2060 ソファルコン ２０％１ｇ ソルドロン細粒２０％ 沢井製薬 後発品 14.20 H27.9.30まで
内用薬 2329011C2079 ソファルコン ２０％１ｇ トファルコン細粒２０％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 14.20 H28.3.31まで

内用薬 2329011C2087 ソファルコン ２０％１ｇ パランコン細粒２０％ 東和薬品 後発品 14.20 H27.3.31まで
内用薬 2329011C2095 ソファルコン ２０％１ｇ ラビン細粒２０％ 辰巳化学 後発品 12.20
内用薬 2329011C2109 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.20
内用薬 2329011C2117 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 14.20 H26.6.20収載
内用薬 2329011C2125 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「トーワ」 東和薬品 後発品 14.20 H26.6.20収載
内用薬 2329011C2133 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.20 H26.12.12収載
内用薬 2329011F1028 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソロン錠５０ 大正製薬 先発品 ○ 7.90
内用薬 2329011F1052 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ラビン錠５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2329011F1060 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 トファルコン錠５０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.60

内用薬 2329011M1035 ソファルコン ５０ｍｇ１カプセル セスファルコ５０カプセル 長生堂製薬 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 2329011M2031 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル セスファルコ１００カプセル 長生堂製薬 後発品 9.20 H27.3.31まで
内用薬 2329011M2066 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ソロンカプセル１００ 大正製薬 先発品 ○ 13.60
内用薬 2329011M2074 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル トファルコンカプセル１００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.20

内用薬 2329011M2082 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ラビンカプセル１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 9.20
内用薬 2329012C1026 テプレノン １０％１ｇ セルベックス細粒１０％ エーザイ 先発品 ○ 20.40
内用薬 2329012C1042 テプレノン １０％１ｇ アンタゴスチン細粒１０％ 陽進堂 後発品 12.90
内用薬 2329012C1107 テプレノン １０％１ｇ セルテプノン細粒１０％ 大正薬品工業 後発品 12.90
内用薬 2329012C1220 テプレノン １０％１ｇ デムナロン細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 12.90
内用薬 2329012C1271 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 12.90
内用薬 2329012C1280 テプレノン １０％１ｇ テルペノン細粒１０％ 共和薬品工業 後発品 12.90 H27.9.30まで
内用薬 2329012C1310 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 12.90
内用薬 2329012C1328 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.90
内用薬 2329012C1336 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 12.90 H26.12.12収載
内用薬 2329012M1021 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セルベックスカプセル５０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 10.30
内用薬 2329012M1099 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セループカプセル５０ｍｇ テバ製薬 後発品 6.80 H28.3.31まで
内用薬 2329012M1102 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セルテプノンカプセル５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 6.80
内用薬 2329012M1226 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テルペノンカプセル５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.80 H27.9.30まで
内用薬 2329012M1285 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル アンタゴスチンカプセル５０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.80
内用薬 2329012M1293 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.80

内用薬 2329012M1315 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル デムナロンカプセル５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.80
内用薬 2329012M1331 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 6.80

内用薬 2329012M1340 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 6.80

内用薬 2329012M1358 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 6.80 H26.12.12収載

内用薬 2329012M1366 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「テ テバ製薬 後発品 6.80 H27.12.11収載
内用薬 2329015C1100 トロキシピド ２０％１ｇ 局 アプレース細粒２０％ 杏林製薬 先発品 ○ 23.10
内用薬 2329015C1119 トロキシピド ２０％１ｇ 局 トロキシン細粒２０％ 大原薬品工業 後発品 12.10
内用薬 2329015F2022 トロキシピド １００ｍｇ１錠 局 アプレース錠１００ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 13.80
内用薬 2329015F2120 トロキシピド １００ｍｇ１錠 局 トロキシピド錠１００ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 6.10
内用薬 2329015F2138 トロキシピド １００ｍｇ１錠 局 トロキシン錠１００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 6.10
内用薬 2329019M1040 ベネキサート塩酸塩

ベータデクス
２００ｍｇ１カプセル ウルグートカプセル２００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 16.80

内用薬 2329019M1058 ベネキサート塩酸塩
ベータデクス

２００ｍｇ１カプセル ロンミールカプセル２００ｍｇ ナガセ医薬品 先発品 9.10

内用薬 2329020C1012 イルソグラジンマレイン
酸塩

０．８％１ｇ イルソグラジンマレイン酸塩０．
８％細粒

後発品 23.60

内用薬 2329020C1020 イルソグラジンマレイン
酸塩

０．８％１ｇ 局 ガスロンＮ細粒０．８％ 日本新薬 先発品 ○ 111.10

内用薬 2329020F1019 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩２ｍｇ
錠

後発品 9.70

内用薬 2329020F1027 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 ガスロンＮ錠２ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 29.80

内用薬 2329020F2015 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩４ｍｇ
錠

後発品 9.90

内用薬 2329020F2023 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 ガスロンＮ錠４ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 61.70

内用薬 2329020F2031 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 セレガスロン錠４ テバ製薬 後発品 20.20

内用薬 2329020F3020 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 29.80

内用薬 2329020F4026 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 61.70

内用薬 2329021D1020 レバミピド ２０％１ｇ ムコスタ顆粒２０％ 大塚製薬 先発品 ○ 30.90
内用薬 2329021D1039 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 21.50
内用薬 2329021D1047 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 21.50
内用薬 2329021D1055 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「あすか」 あすか製薬 後発品 21.50
内用薬 2329021D1063 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 21.50

58 / 122 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

先発医薬品

同一剤形・規
格の後発医薬
品がある先発

医薬品

薬価
経過措置によ
る使用期限

備考品名

内用薬 2329021D1071 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「タカタ」 高田製薬 後発品 21.50
内用薬 2329021D1080 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「日医工」 日医工 後発品 21.50
内用薬 2329021F1030 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥ 大原薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2329021F1056 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 9.90
内用薬 2329021F1064 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.90
内用薬 2329021F1072 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2329021F1080 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 9.90
内用薬 2329021F1099 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90
内用薬 2329021F1102 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 ムコスタ錠１００ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 16.40
内用薬 2329021F1110 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 9.90
内用薬 2329021F1129 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 後発品 9.60
内用薬 2329021F1137 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2329021F1145 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 9.90
内用薬 2329021F1153 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 9.90
内用薬 2329021F1161 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.90
内用薬 2329021F1170 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2329021F1188 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2329021F1196 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ケミ 日本ケミファ 後発品 9.90
内用薬 2329021F1200 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 9.60
内用薬 2329021F1218 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.90
内用薬 2329021F1226 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90
内用薬 2329021F1234 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「マイラ マイラン製薬 後発品 9.60 H28.3.31まで
内用薬 2329021F1242 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
後発品 9.90

内用薬 2329021F1250 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 9.90
内用薬 2329021F1269 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 9.60
内用薬 2329021F1277 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 2329021F1285 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 9.90
内用薬 2329021F1293 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 後発品 9.90

内用薬 2329021F1307 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 9.90

内用薬 2329021F1315 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「クニヒ 皇漢堂製薬 後発品 9.60 H26.12.12収載
内用薬 2329021F1323 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＳＥ 第一三共エスファ 後発品 9.60 H27.12.11収載
内用薬 2329021F2028 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「Ｎ 日新製薬（山形） 後発品 9.90
内用薬 2329021F2036 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 2329021F2044 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「明

治」
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 9.90

内用薬 2329022H1043 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラール錠２０ アストラゼネカ 先発品 ○ 142.80
内用薬 2329022H1051 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 142.80
内用薬 2329022H1060 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オブランゼ錠２０ テバ製薬 後発品 60.30
内用薬 2329022H1086 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 60.30
内用薬 2329022H1094 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 76.60
内用薬 2329022H1108 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠「トーワ」２０ｍ 東和薬品 後発品 60.30
内用薬 2329022H1140 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＳ 鶴原製薬 後発品 60.30
内用薬 2329022H1159 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプロトン錠２０ｍｇ 沢井製薬 後発品 76.60
内用薬 2329022H1175 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＹ 大正薬品工業 後発品 60.30
内用薬 2329022H1183 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０ｍｇ「日医 日医工 後発品 60.30
内用薬 2329022H1191 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 後発品 76.60

内用薬 2329022H1205 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 60.30

内用薬 2329022H2023 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラール錠１０ アストラゼネカ 先発品 ○ 82.40
内用薬 2329022H2031 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 82.40
内用薬 2329022H2040 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オブランゼ錠１０ テバ製薬 後発品 36.80
内用薬 2329022H2058 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠「トーワ」１０ｍ 東和薬品 後発品 36.80
内用薬 2329022H2082 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 36.80
内用薬 2329022H2090 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 43.80
内用薬 2329022H2104 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプロトン錠１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 43.80
内用薬 2329022H2139 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＳ 鶴原製薬 後発品 36.80
内用薬 2329022H2147 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＹ 大正薬品工業 後発品 36.80
内用薬 2329022H2155 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０ｍｇ「日医 日医工 後発品 36.80
内用薬 2329022H2163 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 後発品 43.80

内用薬 2329022H2171 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 36.80

内用薬 2329023F1020 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 タケプロンＯＤ錠１５ 武田薬品工業 先発品 ○ 89.30
内用薬 2329023F1047 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ

「ＤＫ」
大興製薬 後発品 34.80

内用薬 2329023F1055 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「タイヨー」

テバ製薬 後発品 34.80 H27.3.31まで

内用薬 2329023F1071 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 50.60

内用薬 2329023F1080 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 34.80

内用薬 2329023F1098 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 34.80

内用薬 2329023F1101 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 50.60

内用薬 2329023F1110 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「ケミファ」

シオノケミカル 後発品 34.80

内用薬 2329023F1128 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 34.80 H26.6.20収載

内用薬 2329023F1136 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「ＲＴＯ」

遼東化学工業 後発品 34.80 H27.12.11収載

内用薬 2329023F2027 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 タケプロンＯＤ錠３０ 武田薬品工業 先発品 ○ 155.70
内用薬 2329023F2043 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ

「ＤＫ」
大興製薬 後発品 61.80

内用薬 2329023F2051 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「タイヨー」

テバ製薬 後発品 61.80 H27.3.31まで

内用薬 2329023F2078 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 88.20

内用薬 2329023F2086 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 61.80

内用薬 2329023F2094 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 61.80

内用薬 2329023F2108 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 88.20

内用薬 2329023F2116 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「ケミファ」

シオノケミカル 後発品 61.80

内用薬 2329023F2124 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 61.80 H26.6.20収載

内用薬 2329023F2132 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「ＲＴＯ」

遼東化学工業 後発品 61.80 H27.12.11収載

内用薬 2329023M1020 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル タケプロンカプセル１５ 武田薬品工業 先発品 ○ 89.30
内用薬 2329023M1038 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル タイプロトンカプセル１５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 34.80
内用薬 2329023M1046 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル タピゾールカプセル１５ テバ製薬 後発品 34.80
内用薬 2329023M1070 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ

「アメル」
共和薬品工業 後発品 34.80

内用薬 2329023M1100 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 50.60

内用薬 2329023M1119 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 34.80

内用薬 2329023M1127 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 50.60

内用薬 2329023M1135 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「ＪＧ」

大興製薬 後発品 34.80

内用薬 2329023M1143 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 50.60

内用薬 2329023M1151 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「ケミファ」

シオノケミカル 後発品 34.80

内用薬 2329023M1160 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 34.80

内用薬 2329023M2026 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル タケプロンカプセル３０ 武田薬品工業 先発品 ○ 155.70
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内用薬 2329023M2034 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル タイプロトンカプセル３０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 61.80
内用薬 2329023M2042 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル タピゾールカプセル３０ テバ製薬 後発品 61.80
内用薬 2329023M2077 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ

「アメル」
共和薬品工業 後発品 61.80

内用薬 2329023M2107 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 88.20

内用薬 2329023M2115 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 61.80

内用薬 2329023M2123 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 88.20

内用薬 2329023M2131 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「ＪＧ」

大興製薬 後発品 61.80

内用薬 2329023M2140 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 88.20

内用薬 2329023M2158 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「ケミファ」

シオノケミカル 後発品 61.80

内用薬 2329023M2166 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 61.80

内用薬 2329024F1025 ミソプロストール ２００μｇ１錠 サイトテック錠２００ ファイザー 先発品 36.00
内用薬 2329024F2021 ミソプロストール １００μｇ１錠 サイトテック錠１００ ファイザー 先発品 20.50
内用薬 2329026D1031 エカベトナトリウム水和 ６６．７％１ｇ 局 ガストローム顆粒６６．７％ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 21.40
内用薬 2329026D1040 エカベトナトリウム水和 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 14.00
内用薬 2329026D1058 エカベトナトリウム水和 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「Ｎ 日新製薬（山形） 後発品 14.00
内用薬 2329026D1066 エカベトナトリウム水和 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「Ｓ シオノケミカル 後発品 14.00
内用薬 2329026D1074 エカベトナトリウム水和

物
６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 14.00

内用薬 2329026D1082 エカベトナトリウム水和 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「Ｙ 陽進堂 後発品 14.00
内用薬 2329026D1090 エカベトナトリウム水和

物
６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 14.00

内用薬 2329026D1104 エカベトナトリウム水和
物

６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 14.00

内用薬 2329026D1112 エカベトナトリウム水和
物

６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 14.00

内用薬 2329026D1120 エカベトナトリウム水和
物

６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 14.00 H27.9.30まで

内用薬 2329026D1139 エカベトナトリウム水和
物

６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 14.00 H26.12.12収載

内用薬 2329027D1028 ポラプレジンク １５％１ｇ プロマック顆粒１５％ ゼリア新薬工業 先発品 ○ 64.30
内用薬 2329027D1044 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 45.50
内用薬 2329027D1052 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 45.50
内用薬 2329027D1060 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 45.50
内用薬 2329027D1079 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.50
内用薬 2329027D1087 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「タイ

ヨー」
大興製薬 後発品 45.50

内用薬 2329027D1095 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 45.50 H27.9.30まで

内用薬 2329027D1109 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 45.50 H26.12.12収載

内用薬 2329027F1029 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 プロマックＤ錠７５ ゼリア新薬工業 先発品 ○ 35.40
内用薬 2329027F1037 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 22.50

内用薬 2329028F1023 ラベプラゾールナトリウ １０ｍｇ１錠 パリエット錠１０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 132.60
内用薬 2329028F1031 ラベプラゾールナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「Ａ

Ａ」
あすか製薬 後発品 81.90

内用薬 2329028F1040 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「Ｂ
ＭＤ」

ビオメディクス 後発品 81.90

内用薬 2329028F1058 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 81.90

内用薬 2329028F1066 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 81.90

内用薬 2329028F1074 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 81.90

内用薬 2329028F1082 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 81.90

内用薬 2329028F1104 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 81.90

内用薬 2329028F1112 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 81.90

内用薬 2329028F1120 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 81.90

内用薬 2329028F1139 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 59.40 H27.3.31まで

内用薬 2329028F1147 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 81.90

内用薬 2329028F1155 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 81.90

内用薬 2329028F1163 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍ
ｇ「ＣＨＯＳ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 59.40

内用薬 2329028F1171 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 81.90

内用薬 2329028F1180 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 59.40

内用薬 2329028F1198 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 81.90

内用薬 2329028F1201 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍ
ｇ「科研」

ダイト 後発品 81.90

内用薬 2329028F1210 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 81.90

内用薬 2329028F1228 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍ
ｇ「サンド」

サンド 後発品 59.40

内用薬 2329028F1236 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 81.90

内用薬 2329028F1244 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍ
ｇ「タイヨー」

大興製薬 後発品 59.40

内用薬 2329028F1252 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 81.90

内用薬 2329028F1260 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍ
ｇ「ゼリア」

ゼリア新薬工業 後発品 81.90

内用薬 2329028F1279 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 81.90

内用薬 2329028F2020 ラベプラゾールナトリウ ２０ｍｇ１錠 パリエット錠２０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 249.50
内用薬 2329028F2038 ラベプラゾールナトリウ

ム
２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「Ａ

Ａ」
あすか製薬 後発品 156.70

内用薬 2329028F2046 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「Ｂ
ＭＤ」

ビオメディクス 後発品 156.70

内用薬 2329028F2054 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 156.70

内用薬 2329028F2062 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 156.70

内用薬 2329028F2070 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 156.70

内用薬 2329028F2089 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 118.20

内用薬 2329028F2100 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 156.70

内用薬 2329028F2119 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 156.70

内用薬 2329028F2127 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 156.70

内用薬 2329028F2135 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 156.70 H27.3.31まで

内用薬 2329028F2143 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 156.70
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内用薬 2329028F2151 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 156.70

内用薬 2329028F2160 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍ
ｇ「ＣＨＯＳ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 156.70

内用薬 2329028F2178 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 156.70

内用薬 2329028F2186 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 118.20

内用薬 2329028F2194 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 156.70

内用薬 2329028F2208 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍ
ｇ「科研」

ダイト 後発品 156.70

内用薬 2329028F2216 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 156.70

内用薬 2329028F2224 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍ
ｇ「サンド」

サンド 後発品 118.20

内用薬 2329028F2232 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 118.20

内用薬 2329028F2240 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍ
ｇ「タイヨー」

大興製薬 後発品 118.20

内用薬 2329028F2259 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 156.70

内用薬 2329028F2267 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍ
ｇ「ゼリア」

ゼリア新薬工業 後発品 156.70

内用薬 2329028F2275 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 156.70

内用薬 2329028F3026 ラベプラゾールナトリウ ５ｍｇ１錠 パリエット錠５ｍｇ エーザイ 先発品 70.50 H27.2.24収載
内用薬 2329029M1027 エソメプラゾールマグネ

シウム水和物
１０ｍｇ１カプセル ネキシウムカプセル１０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 91.80

内用薬 2329029M2023 エソメプラゾールマグネ
シウム水和物

２０ｍｇ１カプセル ネキシウムカプセル２０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 160.10

内用薬 2329030F1020 ボノプラザンフマル酸塩 １０ｍｇ１錠 タケキャブ錠１０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 160.10 H27.2.24収載
内用薬 2329030F2027 ボノプラザンフマル酸塩 ２０ｍｇ１錠 タケキャブ錠２０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 240.20 H27.2.24収載
内用薬 2329100B1026 プロパンテリン臭化物・

クロロフィル配合剤
１ｇ メサフィリン配合散 サンノーバ 6.20

内用薬 2329101F1065 プロパンテリン臭化物・
クロロフィル配合剤

１錠 メサフィリン配合錠 サンノーバ 5.80

内用薬 2329105D1046 ピペタナート塩酸塩含有
配合剤

１ｇ エピサネートＧ配合顆粒 テバ製薬 7.50

内用薬 2329107D1096 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ コランチル配合顆粒 塩野義製薬 準先発品 ○ 6.20

内用薬 2329107D1100 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ レスポリックス配合顆粒 鶴原製薬 後発品 5.90

内用薬 2329116R1041 アルギン酸ナトリウム １ｇ アルロイドＧ顆粒溶解用６７％ カイゲンファーマ 24.50
内用薬 2329116S1078 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ サンメール内用液５％ 東亜薬品 後発品 10.60
内用薬 2329116S1086 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルクレイン内用液５％ 鶴原製薬 後発品 7.00
内用薬 2329116S1094 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルロイドＧ内用液５％ カイゲンファーマ 準先発品 ○ 18.10
内用薬 2329122C1044 アズレンスルホン酸ナト

リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ アズレミン配合細粒 ニプロ 後発品 6.50

内用薬 2329122C1052 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ アズレン・グルタミン配合細粒「Ｅ
ＭＥＣ」

サンノーバ 後発品 6.50

内用薬 2329122D1341 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ アズクレニンＳ配合顆粒 長生堂製薬 後発品 6.50

内用薬 2329122D1350 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ ウルクゾール配合顆粒 コーアイセイ 後発品 6.50

内用薬 2329122D1376 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ グリマック配合顆粒 沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 2329122D1384 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ セダガストン配合顆粒 協和発酵キリン 後発品 6.50 H27.3.31まで

内用薬 2329122D1392 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ トーワズレン配合顆粒 東和薬品 後発品 6.50

内用薬 2329122D1406 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ ポドニンＳ配合顆粒 テバ製薬 後発品 6.50

内用薬 2329122D1414 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ マーズレンＳ配合顆粒 寿製薬 準先発品 ○ 15.50

内用薬 2329122D1422 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ マナミンＧＡ配合顆粒 鶴原製薬 後発品 6.50

内用薬 2329122D1430 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ メサドリンＳ配合顆粒 前田薬品工業 後発品 6.50 H28.3.31まで

内用薬 2329122D1449 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ ヨウズレンＳ配合顆粒 陽進堂 後発品 6.50

内用薬 2329122D1457 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ ルフレン配合顆粒 日医工 後発品 6.50

内用薬 2329122D1465 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ アズレンスルホン酸ナトリウム・Ｌ
－グルタミン配合顆粒「クニヒロ」

皇漢堂製薬 後発品 6.50

内用薬 2329122D1473 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ グロリアミン配合顆粒 サンド 後発品 6.50

内用薬 2329122F1032 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１錠 マーズレン配合錠１．０ＥＳ 寿製薬 19.30

内用薬 2329122F2020 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１錠 マーズレン配合錠０．５ＥＳ 寿製薬 11.30

内用薬 2329122F3027 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１錠 マーズレン配合錠０．３７５ＥＳ 寿製薬 9.10

内用薬 2329125B1034 メチオニン・メタケイ酸
アルミン酸マグネシウム
配合剤

１ｇ キャベジンＵコーワ配合散 興和 6.00

内用薬 2331001X1010 含糖ペプシン １０ｇ 局 含糖ペプシン 19.20
内用薬 2331003X1019 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ 24.60
内用薬 2331003X1051 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ケンエー」 健栄製薬 29.90
内用薬 2331003X1060 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 28.50
内用薬 2331003X1094 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ シオエ シオエ製薬 29.90
内用薬 2331003X1132 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ〈ハチ〉 東洋製薬化成 33.50
内用薬 2331003X1140 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ホエイ」 マイラン製薬 29.90
内用薬 2331003X1191 ジアスターゼ １０ｇ 局 ※ ジアスターゼ（山善） 山善製薬 26.90
内用薬 2331003X1205 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ヤクハン」 ヤクハン製薬 29.90 H27.3.31まで
内用薬 2331003X1230 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ニッコー」 日興製薬 29.90
内用薬 2331003X1248 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ヒシヤマ」 ニプロ 28.50 H27.3.31まで
内用薬 2331003X1264 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ヨシダ」 吉田製薬 29.90
内用薬 2331003X1280 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ原末「マルイシ」 丸石製薬 29.90
内用薬 2331003X1299 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「日医工」 日医工 28.50
内用薬 2331005A1031 アスペルギルス属菌由来

消化酵素
１ｇ タカヂアスターゼ原末 第一三共 6.20

内用薬 2331006X1012 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン 6.90
内用薬 2331006X1039 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「エビス」 日興製薬 7.20 H28.3.31まで
内用薬 2331006X1055 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 2331006X1063 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「三恵」 三恵薬品 7.40
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内用薬 2331006X1071 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン シオエ シオエ製薬 7.40
内用薬 2331006X1098 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.40
内用薬 2331006X1101 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ホエイ」 マイラン製薬 7.20
内用薬 2331006X1144 パンクレアチン １ｇ 局 ※ パンクレアチン（山善） 山善製薬 7.40
内用薬 2331006X1195 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ヨシダ」 吉田製薬 8.90
内用薬 2331006X1217 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン原末「マルイシ」 丸石製薬 7.20
内用薬 2331007D1029 パンクレリパーゼ ３００ｍｇ１包 リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 マイランＥＰＤ 先発品 60.70
内用薬 2331007M1029 パンクレリパーゼ １５０ｍｇ１カプセル リパクレオンカプセル１５０ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 32.50
内用薬 2332001X1017 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母 24.80
内用薬 2332001X1068 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母「ホエイ」 マイラン製薬 35.10
内用薬 2332001X1076 乾燥酵母 １０ｇ 局 ※ 乾燥酵母（山善） 山善製薬 30.10
内用薬 2332001X1084 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母エビオス アサヒフードアン

ドヘルスケア
39.00

内用薬 2333001X1014 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ 17.40
内用薬 2333001X1111 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ〈ハチ〉 東洋製薬化成 18.50 H28.3.31まで
内用薬 2333001X1154 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキＦＭ フヂミ製薬所 18.50
内用薬 2333001X1162 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「マルイシ」 丸石製薬 18.70
内用薬 2333001X1227 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「ニッコー」 日興製薬 18.50
内用薬 2333001X1286 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「東豊」 東豊薬品 18.70
内用薬 2333002X1019 コンズランゴ流エキス １ｍＬ 局 コンズランゴ流エキス 18.10
内用薬 2333003B1059 センブリ １ｇ ※ センブリ散（丸石） 丸石製薬 6.30
内用薬 2333004Q1013 トウヒ １０ｍＬ 局 トウヒシロップ 13.30
内用薬 2333004S1010 トウヒチンキ １ｍＬ 局 トウヒチンキ 5.20
内用薬 2333005B1015 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス散 7.20
内用薬 2333005B1139 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス散「ニッコー」 日興製薬 7.60
内用薬 2333005X1012 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス 11.40
内用薬 2333006X1017 ホミカチンキ １０ｍＬ 局 ホミカチンキ 42.20
内用薬 2334001X1011 ケイヒ油 １ｍＬ 局 ケイヒ油 10.50
内用薬 2335001X1019 希塩酸 １０ｍＬ 局 希塩酸 8.80
内用薬 2339003B1184 β－ガラクトシダーゼ

（アスペルギルス）
５０％１ｇ ラクチーム散５０％ わかもと製薬 後発品 18.30 H27.3.31まで

内用薬 2339003B1192 β－ガラクトシダーゼ
（アスペルギルス）

５０％１ｇ ガランターゼ散５０％ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 43.30

内用薬 2339003B1206 β－ガラクトシダーゼ
（アスペルギルス）

５０％１ｇ カラシミーゼ散５０％ 鶴原製薬 後発品 18.30

内用薬 2339003D1029 β－ガラクトシダーゼ
（アスペルギルス）

５０％１ｇ オリザチーム顆粒 ヤクルト本社 後発品 37.20

内用薬 2339004C1036 β－ガラクトシダーゼ
（ペニシリウム）

５０％１ｇ ミルラクト細粒５０％ 高田製薬 先発品 69.40

内用薬 2339101B1027 炭酸水素ナトリウム・ニ
ガキ

１ｇ 健胃散「スズ」 鈴粉末薬品 6.20

内用薬 2339101B1035 炭酸水素ナトリウム・ニ
ガキ

１ｇ 健栄の健胃散 健栄製薬 6.20

内用薬 2339105X1022 炭酸水素ナトリウム・ゲ
ンチアナ末配合剤

１ｇ 重散 三恵薬品 後発品 6.20

内用薬 2339105X1030 炭酸水素ナトリウム・ゲ
ンチアナ末配合剤

１ｇ ビットサン 本草製薬 6.20

内用薬 2339106B1011 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散 6.90
内用薬 2339106B1054 センブリ・重曹 １ｇ 局 日粉センブリ・重曹散Ｎ 日本粉末薬品 7.20
内用薬 2339106B1089 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 2339106B1100 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散 シオエ シオエ製薬 8.00
内用薬 2339106B1143 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「マルイシ」 丸石製薬 7.50
内用薬 2339106B1160 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「メタル」 中北薬品 8.40
内用薬 2339106B1178 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ヤクハン」 ヤクハン製薬 7.50 H27.3.31まで
内用薬 2339106B1194 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ヨシダ」 吉田製薬 7.50
内用薬 2339106B1216 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ＪＧ」 日本ジェネリック 8.00
内用薬 2339107X1021 炭酸水素ナトリウム・ゲ

ンチアナ末配合剤
１ｇ ビアサン 本草製薬 6.20

内用薬 2339108F1101 センブリ・重曹 １錠 健胃配合錠「ＹＤ」 陽進堂 5.80
内用薬 2339113D1039 サナクターゼ配合剤 １ｇ エクセラーゼ配合顆粒 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
後発品 10.10

内用薬 2339114F1034 サナクターゼ配合剤 １錠 エクセラーゼ配合錠 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 5.60

内用薬 2339114M1033 サナクターゼ配合剤 １カプセル エクセラーゼ配合カプセル Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 5.60

内用薬 2339137D1034 納豆菌配合消化酵素製剤 １ｇ コンクチームＮ配合顆粒 エムジーファーマ 後発品 6.20
内用薬 2339149M1045 ジアスターゼ配合剤 １カプセル タフマックＥ配合カプセル 小野薬品工業 6.50
内用薬 2339150D1030 ジアスターゼ配合剤 １ｇ タフマックＥ配合顆粒 小野薬品工業 11.80
内用薬 2339159M1030 ビオヂアスターゼ１００

０配合剤
１カプセル フェルターゼ配合カプセル 佐藤薬品工業 後発品 5.90

内用薬 2339161P1042 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル フェンラーゼ配合カプセル 日医工 後発品 5.60

内用薬 2339163D1037 膵臓性消化酵素配合剤 １ｇ ベリチーム配合顆粒 塩野義製薬 12.70
内用薬 2339165D1028 ヒロダーゼ配合剤 １ｇ ポリトーゼ顆粒 武田薬品工業 15.10
内用薬 2339166M1022 ヒロダーゼ配合剤 １カプセル ポリトーゼカプセル 武田薬品工業 8.10
内用薬 2339177B1038 タカヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ Ｓ・Ｍ配合散 第一三共エスファ 6.20

内用薬 2339178B1040 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＨＭ散 小西製薬 後発品 5.60
内用薬 2339178B1075 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＮＩＭ配合散 日医工 後発品 5.60
内用薬 2339178B1083 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＯＭ配合散 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2339179B1037 ビオヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ マナミンＴＭ散 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2339180B1030 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＦＫ配合散 扶桑薬品工業 6.20
内用薬 2339181B1034 ビオヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ Ｍ・Ｍ配合散 日新製薬（山形） 6.20

内用薬 2339185B1024 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＫＭ散 東和薬品 6.20
内用薬 2339188B1036 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＴＭ配合散 マイラン製薬 6.20
内用薬 2339189B1065 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ピーマーゲン配合散 昭和薬品化工 後発品 6.20
内用薬 2339193B1029 ビオヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ ＹＭ散「イセイ」 コーアイセイ 6.20

内用薬 2339195X1025 ロートエキス・ゲンチア
ナ末配合剤

１ｇ ベルサン 本草製薬 6.20

内用薬 2339206F1062 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１錠 サニアーゼ配合錠 コーアイセイ 後発品 5.60

内用薬 2339206F1070 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１錠 アリーゼＳ配合錠 前田薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2339209M1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル ケイラーゼＡカプセル 三恵薬品 後発品 5.60

内用薬 2339225D1048 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ヨウラーゼＥ配合顆粒 陽進堂 後発品 8.80

内用薬 2339226D1026 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ケイラーゼＳ顆粒 三恵薬品 後発品 10.70

内用薬 2339229D1038 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ハイフル配合顆粒 丸石製薬 後発品 10.70

内用薬 2339230D1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ パスターゼＳＡ配合顆粒 長生堂製薬 後発品 10.70

内用薬 2339234F1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 エンテラーゼ配合錠 前田薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2339235F1034 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 オーネスＳＴ配合錠 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339241F1048 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 タンチパン配合錠 テバ製薬 後発品 5.40 H27.3.31まで

内用薬 2339241F1056 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 ボルトミー配合錠 全星薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2339244M1032 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル オーネスＳＰ配合カプセル 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339251M1032 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル ネオ・エフラーゼ配合カプセル シオエ製薬 後発品 5.60

内用薬 2339255M1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル オーネスＳＺ配合カプセル 鶴原製薬 後発品 5.60 H27.3.31まで

内用薬 2339262D1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ オーネスＮ配合顆粒 鶴原製薬 後発品 18.50

内用薬 2339263B1034 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ ＭＭＤ配合散 吉田製薬 後発品 6.20

62 / 122 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

先発医薬品

同一剤形・規
格の後発医薬
品がある先発

医薬品

薬価
経過措置によ
る使用期限

備考品名

内用薬 2339264B1039 カンゾウ末配合剤 １ｇ エヌ・エス配合散 日新製薬（山形） 後発品 6.20
内用薬 2339265F1027 ビオヂアスターゼ２００

０配合剤
１錠 マックターゼ配合錠 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2339266B1020 カンゾウ末配合剤 １ｇ つくしＡ・Ｍ配合散 富山化学工業 6.20
内用薬 2343001X1010 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム 21.60
内用薬 2343001X1118 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 ※ 合成ケイ酸アルミニウム（山善） 山善製薬 24.00
内用薬 2343001X1134 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 アルミワイス マイラン製薬 24.00 H28.3.31まで
内用薬 2343001X1185 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミ「ヨシダ」 吉田製薬 22.70
内用薬 2343001X1223 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム「ニッ 日興製薬 22.70
内用薬 2343001X1231 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム原末「マル

イシ」
丸石製薬 24.00

内用薬 2343001X1240 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム「ファイ
ザー」原末

マイラン製薬 24.00 H27.6.19収載

内用薬 2343002X1015 天然ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 天然ケイ酸アルミニウム 10.90
内用薬 2343005C1017 乾燥水酸化アルミニウム

ゲル
１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒 6.90

内用薬 2343005C1114 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒
「ヒシヤマ」

ニプロ 7.20 H27.3.31まで

内用薬 2343005C1173 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 ※ アルミゲル細粒９９％（中外） 中外製薬 7.70

内用薬 2343005X1019 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル 6.90

内用薬 2343005X1078 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル「ニッ
コー」

日興製薬 7.20

内用薬 2343005X1108 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル原末
「マルイシ」

丸石製薬 7.20

内用薬 2344001X1018 ケイ酸マグネシウム １０ｇ 局 ケイ酸マグネシウム 6.90
内用薬 2344002X1012 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム 6.90
内用薬 2344002X1055 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 健栄製薬 15.10
内用薬 2344002X1063 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 15.10
内用薬 2344002X1071 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「三恵」 三恵薬品 10.10
内用薬 2344002X1080 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム シオエ シオエ製薬 11.10
内用薬 2344002X1098 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 13.30
内用薬 2344002X1101 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（東海製薬） 東海製薬 10.10
内用薬 2344002X1136 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「ホエイ」 マイラン製薬 11.10
内用薬 2344002X1179 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（山善） 山善製薬 11.10
内用薬 2344002X1217 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「ニッコー」 日興製薬 9.20
内用薬 2344002X1241 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重カマ「ヨシダ」 吉田製薬 15.10
内用薬 2344002X1284 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重カマ「ヤクハン」 ヤクハン製薬 11.10 H27.3.31まで
内用薬 2344002X1314 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 2344002X1322 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 丸石製薬 15.10
内用薬 2344002X1330 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「ＮｉｋＰ」 日医工 11.10
内用薬 2344002X1349 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 ニプロ 15.10
内用薬 2344003F1038 水酸化マグネシウム ３５０ｍｇ１錠 ミルマグ錠３５０ｍｇ エムジーファーマ 5.60
内用薬 2344003S2024 水酸化マグネシウム ７．２％１０ｍＬ ミルマグ内用懸濁液７．２％ エムジーファーマ 18.50
内用薬 2344004X1011 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム 7.20
内用薬 2344004X1119 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム シオエ シオエ製薬 8.70
内用薬 2344004X1178 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.40
内用薬 2344004X1224 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 重曹「ホエイ」 マイラン製薬 7.40
内用薬 2344004X1305 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 重曹「ヒシヤマ」 ニプロ 7.40 H27.3.31まで
内用薬 2344004X1402 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 吉田製薬 9.50
内用薬 2344005F1045 炭酸水素ナトリウム ５００ｍｇ１錠 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60
内用薬 2344006X1053 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム「ケンエー」 健栄製薬 13.70
内用薬 2344006X1134 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 ※ 炭酸マグネシウム（山善） 山善製薬 12.00
内用薬 2344006X1169 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム「ニッコー」 日興製薬 12.00
内用薬 2344006X1223 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 重質炭酸マグネシウム「日医工」 日医工 12.00
内用薬 2344007X1015 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム 7.20
内用薬 2344007X1031 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 健栄製薬 9.50
内用薬 2344007X1058 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「コザカイ・ 小堺製薬 8.60
内用薬 2344007X1082 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 ※ 沈降炭酸カルシウム（山善） 山善製薬 7.80
内用薬 2344007X1104 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム恵美須 恵美須薬品化工 9.50
内用薬 2344007X1155 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」 吉田製薬 9.50
内用薬 2344008F1049 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠「タイヨー」５００ テバ製薬 後発品 5.80 H27.3.31まで
内用薬 2344008F1057 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠「ヨシダ」５００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2344008F1065 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠５００「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.80
内用薬 2344008F1081 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ 後発品 5.80
内用薬 2344008F2029 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 炭カル錠「ヨシダ」２５０ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2344009C1020 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグラックス細粒８３％ 吉田製薬 後発品 13.40 H28.3.31まで
内用薬 2344009C1039 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％「ケン

エー」
健栄製薬 後発品 13.40

内用薬 2344009C1047 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％〈ハ 東洋製薬化成 後発品 13.40
内用薬 2344009C1055 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグミット細粒８３％ 協和化学工業 後発品 13.40
内用薬 2344009C1063 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシ

ダ」
吉田製薬 後発品 13.40 H27.12.11収載

内用薬 2344009F1027 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグラックス錠２５０ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2344009F1035 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグミット錠２５０ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60
内用薬 2344009F1043 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 カイマックス錠２５０ｍｇ テバ製薬 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 2344009F1051 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「Ｔ

Ｘ」
トライックス 後発品 5.60

内用薬 2344009F1060 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「モ
チダ」

持田製薬販売 後発品 5.60

内用薬 2344009F1078 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F1086 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ケ
ンエー」

健栄製薬 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 2344009F1094 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨ
シダ」

吉田製薬 後発品 5.60 H27.12.11収載

内用薬 2344009F2023 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグラックス錠３３０ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2344009F2031 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグミット錠３３０ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60
内用薬 2344009F2040 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 カイマックス錠３３０ｍｇ テバ製薬 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 2344009F2058 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「Ｔ

Ｘ」
トライックス 後発品 5.60

内用薬 2344009F2066 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「モ
チダ」

持田製薬販売 後発品 5.60

内用薬 2344009F2074 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F2082 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケ
ンエー」

健栄製薬 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 2344009F2090 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨ
シダ」

吉田製薬 後発品 5.60 H27.12.11収載

内用薬 2344009F3020 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 マグラックス錠２００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2344009F3038 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 マグミット錠２００ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60
内用薬 2344009F3046 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨ

シダ」
吉田製薬 後発品 5.60 H27.12.11収載

内用薬 2344009F4026 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグラックス錠５００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2344009F4034 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグミット錠５００ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60
内用薬 2344009F4042 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F4050 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ケ
ンエー」

健栄製薬 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 2344009F4069 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨ
シダ」

吉田製薬 後発品 5.60 H27.12.11収載

内用薬 2344009F5022 酸化マグネシウム ３００ｍｇ１錠 マグラックス錠３００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2344009F5030 酸化マグネシウム ３００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３００ｍｇ「ヨ

シダ」
吉田製薬 後発品 5.60 H27.12.11収載

内用薬 2344009F6029 酸化マグネシウム ４００ｍｇ１錠 マグラックス錠４００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2344009F6037 酸化マグネシウム ４００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠４００ｍｇ「ヨ

シダ」
吉田製薬 後発品 5.60 H27.12.11収載

内用薬 2349100X1182 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ アシドレス配合内服液 中北薬品 後発品 14.00

内用薬 2349100X1204 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ タイメック配合内用液 テバ製薬 後発品 14.00

内用薬 2349100X1212 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ ディクアノン配合内用液 日新製薬（山形） 後発品 14.00

63 / 122 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

先発医薬品

同一剤形・規
格の後発医薬
品がある先発

医薬品

薬価
経過措置によ
る使用期限

備考品名

内用薬 2349100X1220 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液 日医工 後発品 14.00

内用薬 2349100X1239 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液分包 日医工 後発品 14.00

内用薬 2349100X1247 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マルファ配合内服液 東洋製薬化成 後発品 14.00

内用薬 2349101D1016 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マ
グネシウムシロップ用

後発品 6.20

内用薬 2349101D1156 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ アイスフラット懸濁用配合顆粒 長生堂製薬 後発品 6.40

内用薬 2349101D1164 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ウィットコップ懸濁用配合顆粒 陽進堂 後発品 6.40 H27.3.31まで

内用薬 2349101D1199 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ タイメック懸濁用配合顆粒 テバ製薬 後発品 6.40 H27.3.31まで

内用薬 2349101D1202 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ディクアノン懸濁用配合顆粒 日新製薬（山形） 後発品 6.40

内用薬 2349101D1229 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マックメット懸濁用配合ＤＳ 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 2349101D1237 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マルファ懸濁用配合顆粒 東洋製薬化成 後発品 18.20

内用薬 2349101D1245 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マーレッジ懸濁用配合ＤＳ 東和薬品 後発品 6.40

内用薬 2349101D1253 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マーロックス懸濁用配合顆粒 サノフィ 後発品 18.20

内用薬 2354001X1022 カスカラサグラダ流エキ １０ｍＬ ※ カスカラサグラダ流エキス（司生 司生堂製薬 後発品 12.80
内用薬 2354002F1030 センナエキス ４０ｍｇ１錠 アジャストＡコーワ錠４０ｍｇ 興和 5.90
内用薬 2354002F2028 センナエキス ８０ｍｇ１錠 ヨーデルＳ糖衣錠－８０ 藤本製薬 後発品 7.10
内用薬 2354003D2048 センノシド ８％１ｇ センノサイド顆粒８％「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 13.70
内用薬 2354003F2189 センノシド １２ｍｇ１錠 プルノサイド錠１２ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.00 H27.9.30まで
内用薬 2354003F2197 センノシド １２ｍｇ１錠 フォルセニッド錠１２ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.00 H28.3.31まで
内用薬 2354003F2200 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 5.00
内用薬 2354003F2227 センノシド １２ｍｇ１錠 ペンクルシン錠１２ｍｇ 東和薬品 後発品 5.00 H26.9.30まで
内用薬 2354003F2243 センノシド １２ｍｇ１錠 センノサイド錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00 H26.9.30まで
内用薬 2354003F2251 センノシド １２ｍｇ１錠 センナリド錠１２ｍｇ サンド 後発品 5.00
内用薬 2354003F2278 センノシド １２ｍｇ１錠 センノサイド錠１２ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.00
内用薬 2354003F2294 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルダナ錠１２ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 5.00
内用薬 2354003F2308 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルドール錠１２ｍｇ ジェイドルフ製薬 後発品 5.00 H28.3.31まで
内用薬 2354003F2316 センノシド １２ｍｇ１錠 プルゼニド錠１２ｍｇ ノバルティス

ファーマ
準先発品 ○ 5.60

内用薬 2354003F2324 センノシド １２ｍｇ１錠 リタセンド錠１２ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.00 H27.3.31まで
内用薬 2354003F2332 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00
内用薬 2354003F2340 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 生晃栄養薬品 後発品 5.00
内用薬 2354003F2359 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 5.00
内用薬 2354003F2367 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00
内用薬 2354003F2375 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 2354003F2383 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00 H26.6.20収載
内用薬 2354003F2391 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.00 H26.12.12収載
内用薬 2354003F2405 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 後発品 5.00 H27.6.19収載
内用薬 2354003F2413 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ファイ マイラン製薬 後発品 5.00 H27.6.19収載
内用薬 2355001X1011 硫酸カリウム １０ｇ 局 硫酸カリウム 11.90
内用薬 2355002X1016 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 硫酸マグネシウム水和物 7.20
内用薬 2355002X1083 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 硫酸マグネシウム「トミタ」 富田製薬 8.00
内用薬 2355002X1091 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 ※ 硫酸マグネシウム（山善） 山善製薬 8.00
内用薬 2355002X1105 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 硫酸マグネシウム「ヤクハン」 ヤクハン製薬 8.00 H27.3.31まで
内用薬 2355002X1130 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 硫酸マグネシウム「ＮｉｋＰ」 日医工 8.00
内用薬 2356001X1019 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油 11.70
内用薬 2356001X1124 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ※ ヒマシ油（東海製薬） 東海製薬 13.90
内用薬 2356001X1140 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油ＦＭ フヂミ製薬所 14.90
内用薬 2356001X1159 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「マルイシ」 丸石製薬 14.90
内用薬 2356001X1183 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ※ ヒマシ油（山善） 山善製薬 14.90
内用薬 2356001X1248 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「ニッコー」 日興製薬 13.90
内用薬 2356001X1264 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「ヨシダ」 吉田製薬 14.90
内用薬 2356001X1299 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「日医工」 日医工 13.90
内用薬 2356002X1013 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油 13.80
内用薬 2356002X1056 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油「ケンエー」 健栄製薬 14.80
内用薬 2356002X1188 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ※ 加香ヒマシ油（山善） 山善製薬 16.60
内用薬 2359001X2017 カルメロースナトリウム １ｇ 局 カルメロースナトリウム 7.20
内用薬 2359002D1035 カルメロースナトリウム １ｇ バルコーゼ顆粒７５％ サンノーバ 6.20
内用薬 2359005D1098 ピコスルファートナトリ

ウム水和物
１％１ｇ ヨーピス顆粒１％ コーアイセイ 後発品 10.10

内用薬 2359005D1101 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

１％１ｇ ピコダルム顆粒１％ 日新製薬（山形） 後発品 23.50

内用薬 2359005F1137 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 シンラック錠２．５ 岩城製薬 後発品 5.80

内用薬 2359005F1145 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 スルチミン錠２．５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60 H27.3.31まで

内用薬 2359005F1161 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 コンスーベン錠２．５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60 H27.3.31まで

内用薬 2359005F1170 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ファースルー錠２．５ｍｇ 伏見製薬所 後発品 5.60

内用薬 2359005F1188 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ヨーピス錠２．５ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.60

内用薬 2359005F1196 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ピコベン錠２．５ｍｇ ザイダスファーマ 後発品 5.80 H27.3.31まで

内用薬 2359005F1200 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 チャルドール錠２．５ｍｇ テバ製薬 後発品 5.80

内用薬 2359005F1218 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ラキソベロン錠２．５ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 9.20

内用薬 2359005F1226 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム錠２．
５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2359005F1234 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 2359005F1242 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム錠２．
５ｍｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 2359005F3032 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

７．５ｍｇ１錠 シンラック錠７．５ 岩城製薬 後発品 6.90

内用薬 2359005M1071 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１カプセル ピコスルファットカプセル２．５ｍ
ｇ

東洋カプセル 後発品 5.80 H28.3.31まで

内用薬 2359005M1080 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１カプセル ピコルーラカプセル２．５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.80

内用薬 2359005M1098 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１カプセル ピコスルファートナトリウムカプセ
ル２．５ｍｇ「ＴＣ」

東洋カプセル 後発品 5.80 H27.6.19収載

内用薬 2359005R1095 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムＤＳ
１％「ＥＭＥＣ」

サンノーバ 後発品 28.10

内用薬 2359005R1109 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

１％１ｇ スナイリンドライシロップ１％ マイランＥＰＤ 後発品 28.10

内用薬 2359005R1117 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムドライ
シロップ１％「日医工」

日医工 後発品 11.70

内用薬 2359005S1151 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ファレスタック液０．７５％ 東和薬品 後発品 10.50 H27.3.31まで

内用薬 2359005S1186 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ コンスーベン内用液０．７５％ 鶴原製薬 後発品 10.50 H27.3.31まで

内用薬 2359005S1194 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ チャルドール内用液０．７５％ テバ製薬 後発品 10.50

内用薬 2359005S1216 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ヨーピス内用液０．７５％ コーアイセイ 後発品 10.50

内用薬 2359005S1224 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ラキソデート内用液０．７５％ 小林化工 後発品 10.50

内用薬 2359005S1232 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ シンラック内用液０．７５％ 岩城製薬 後発品 10.50

内用薬 2359005S1240 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ラキソベロン内用液０．７５％ 帝人ファーマ 先発品 ○ 26.00

内用薬 2359005S1259 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「ＣＨＯＳ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 10.50

64 / 122 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

先発医薬品

同一剤形・規
格の後発医薬
品がある先発

医薬品

薬価
経過措置によ
る使用期限

備考品名

内用薬 2359005S1267 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 10.50

内用薬 2359005S1275 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「タナベ」

長生堂製薬 後発品 10.50 H26.9.30まで

内用薬 2359005S1283 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「日医工」

日医工 後発品 10.50

内用薬 2359005S1291 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 10.50

内用薬 2359005S1305 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートＮａ内用液０．７
５％「トーワ」

東和薬品 後発品 10.50 H26.6.20収載

内用薬 2359005S1313 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 10.50 H26.6.20収載

内用薬 2359006M1025 ルビプロストン ２４μｇ１カプセル アミティーザカプセル２４μｇ スキャンポファー
マ

先発品 161.10

内用薬 2359102X1056 センナ・センナ実 １ｇ ピムロ顆粒 摩耶堂製薬 後発品 6.20
内用薬 2359102X1072 センナ・センナ実 １ｇ アローゼン顆粒 ポーラファルマ 準先発品 ○ 8.00
内用薬 2359103X1034 ダイオウ・センナ配合剤 １錠 セチロ配合錠 ジェイドルフ製薬 5.60
内用薬 2359106B1022 複方カンゾウ １ｇ 複方甘草散「スズ」 鈴粉末薬品 後発品 5.90
内用薬 2359108F1058 ジオクチルソジウムスル

ホサクシネート・カサン
スラノール

１錠 ベンコール配合錠 日医工 後発品 5.60

内用薬 2359108F1066 ジオクチルソジウムスル
ホサクシネート・カサン
スラノール

１錠 ビーマス配合錠 日本臓器製薬 後発品 5.60

内用薬 2359109B1077 人工カルルス塩 １０ｇ 人工カルルス塩「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 後発品 6.30
内用薬 2359109B1115 人工カルルス塩 １０ｇ 人工カルルス塩「ヤマゼン」 山善製薬 後発品 7.40
内用薬 2362001D1060 ウルソデオキシコール酸 ５％１ｇ 局 ウルソ顆粒５％ 田辺三菱製薬 7.70
内用薬 2362001F1061 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルデナシン錠５０ テバ製薬 後発品 6.00 H26.9.30まで
内用薬 2362001F1070 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルサミック錠５０ ニプロ 後発品 6.00 H26.9.30まで
内用薬 2362001F1088 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 準先発品 ○ 8.80
内用薬 2362001F1100 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ

「ＪＧ」
日本ジェネリック 後発品 6.00

内用薬 2362001F1118 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 6.00

内用薬 2362001F1126 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 6.00 H28.3.31まで

内用薬 2362001F1134 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 6.00

内用薬 2362001F2084 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルデナシン錠１００ テバ製薬 後発品 6.20 H26.9.30まで
内用薬 2362001F2122 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルサミック錠１００ ニプロ 後発品 6.20 H26.9.30まで
内用薬 2362001F2149 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソ錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 準先発品 ○ 11.80
内用薬 2362001F2173 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍ

ｇ「ＺＥ」
全星薬品工業 後発品 6.50

内用薬 2362001F2190 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍ
ｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 6.20

内用薬 2362001F2203 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 6.20

内用薬 2362001F2211 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 2362001F2220 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 6.50

内用薬 2362001F2238 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 6.20 H28.3.31まで

内用薬 2362001F2246 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍ
ｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 6.20

内用薬 2362003M2031 ケノデオキシコール酸 １２５ｍｇ１カプセル チノカプセル１２５ 藤本製薬 先発品 19.30
内用薬 2369003C1030 トレピブトン １０％１ｇ スパカール細粒１０％ 大原薬品工業 先発品 38.60
内用薬 2369003F1037 トレピブトン ４０ｍｇ１錠 スパカール錠４０ｍｇ 大原薬品工業 先発品 19.10
内用薬 2391001F1020 オンダンセトロン塩酸塩

水和物
２ｍｇ１錠 ゾフラン錠２ グラクソ・スミス

クライン
先発品 832.90

内用薬 2391001F2027 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

４ｍｇ１錠 ゾフラン錠４ グラクソ・スミス
クライン

先発品 1,246.20

内用薬 2391001Q1030 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

０．０５％１ｍＬ ゾフラン小児用シロップ０．０５％ グラクソ・スミス
クライン

先発品 372.50

内用薬 2391002C1037 グラニセトロン塩酸塩 ２ｍｇ１包 カイトリル細粒０．４％ 中外製薬 先発品 1,185.10
内用薬 2391002F1025 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１錠 カイトリル錠１ｍｇ 中外製薬 先発品 628.40
内用薬 2391002F2021 グラニセトロン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 カイトリル錠２ｍｇ 中外製薬 先発品 1,177.30
内用薬 2391002Q1026 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１包 グラニセトロン内服ゼリー１ｍｇ

「ケミファ」
日医工 後発品 499.90

内用薬 2391002Q2022 グラニセトロン塩酸塩 ２ｍｇ１包 グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ
「ケミファ」

日医工 後発品 873.80

内用薬 2391003M1029 トロピセトロン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル ナボバンカプセル５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 1,652.00 H27.3.31まで

内用薬 2391004F1024 ラモセトロン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ アステラス製薬 先発品 1,317.20
内用薬 2391005F1029 アザセトロン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 セロトーン錠１０ｍｇ 日本たばこ産業 先発品 1,404.50
内用薬 2391006F1023 オンダンセトロン ４ｍｇ１錠 ゾフランザイディス４ グラクソ・スミス

クライン
先発品 1,255.10

内用薬 2391007F1028 インジセトロン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 シンセロン錠８ｍｇ 杏林製薬 先発品 1,363.70
内用薬 2391008M1021 アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル イメンドカプセル８０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 3,402.30
内用薬 2391008M2028 アプレピタント １２５ｍｇ１カプセル イメンドカプセル１２５ｍｇ 小野薬品工業 先発品 4,985.20
内用薬 2391008M3024 アプレピタント １セット イメンドカプセルセット 小野薬品工業 先発品 11,789.80
内用薬 2399001F1037 アカメガシワエキス １３５ｍｇ１錠 マロゲン錠１３５ｍｇ 日本新薬 6.30 H28.3.31まで
内用薬 2399004C1018 メトクロプラミド ２％１ｇ メトクロプラミド２％細粒 後発品 6.20
内用薬 2399004C1077 メトクロプラミド ２％１ｇ プリンペラン細粒２％ アステラス製薬 準先発品 ○ 15.60
内用薬 2399004C1085 メトクロプラミド ２％１ｇ プラミール細粒２％ ナガセ医薬品 後発品 6.20
内用薬 2399004D1048 メトクロプラミド ２％１ｇ ペラプリン顆粒２％ テバ製薬 後発品 6.20 H27.3.31まで
内用薬 2399004F1154 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 アノレキシノン錠５ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2399004F1162 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 フォリクロン錠５ 鶴原製薬 後発品 5.60 H26.9.30まで
内用薬 2399004F1170 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 テルペラン錠５ あすか製薬 後発品 5.60
内用薬 2399004F1189 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 ペラプリン錠５ｍｇ テバ製薬 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2399004F1200 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 プリンペラン錠５ アステラス製薬 準先発品 ○ 6.40
内用薬 2399004F1219 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 エリーテン錠５ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2399004F1227 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 プラミール錠５ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 5.60
内用薬 2399004F1235 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399004F1243 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60 H27.12.11収載
内用薬 2399004F2029 メトクロプラミド １０ｍｇ１錠 局 テルペラン錠１０ あすか製薬 後発品 6.00
内用薬 2399004Q1082 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ ペラプリンシロップ０．１％ テバ製薬 後発品 10.60 H27.3.31まで
内用薬 2399004Q1090 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ プリンペランシロップ０．１％ アステラス製薬 準先発品 ○ 33.10
内用薬 2399004Q1104 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ プラミールシロップ０．１％ ナガセ医薬品 後発品 22.00
内用薬 2399005C1020 ドンペリドン １％１ｇ ナウゼリン細粒１％ 協和発酵キリン 先発品 17.30
内用薬 2399005F1027 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナウゼリン錠５ 協和発酵キリン 先発品 ○ 10.50
内用薬 2399005F1043 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ハドドリン錠「５」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2399005F1078 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 5.60 H26.9.30まで
内用薬 2399005F1086 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399005F1094 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ノーゼア錠５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 2399005F1108 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリン錠５ 沢井製薬 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 2399005F1116 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナシロビン錠５ 日医工ファーマ 後発品 5.80
内用薬 2399005F1124 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 フォリメジン錠５ 鶴原製薬 後発品 5.80 H27.3.31まで
内用薬 2399005F1140 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ペロリック錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 2399005F1167 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「タイヨー」 テバ製薬 後発品 5.60
内用薬 2399005F1175 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ジャックマール錠５ 陽進堂 後発品 5.60 H26.9.30まで
内用薬 2399005F1183 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 5.80
内用薬 2399005F1191 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80
内用薬 2399005F1205 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.80
内用薬 2399005F1213 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2399005F1221 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2399005F1230 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60 H26.6.20収載
内用薬 2399005F1248 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60 H26.6.20収載
内用薬 2399005F1256 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.80 H26.6.20収載
内用薬 2399005F2015 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン１０ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2399005F2023 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウゼリン錠１０ 協和発酵キリン 先発品 ○ 16.30
内用薬 2399005F2082 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナシロビン錠１０ 日医工ファーマ 後発品 5.80
内用薬 2399005F2139 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリン錠１０ 沢井製薬 後発品 5.80 H27.3.31まで
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内用薬 2399005F2147 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ジャックマール錠１０ 陽進堂 後発品 5.80 H26.9.30まで
内用薬 2399005F2260 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥ サンノーバ 後発品 5.80
内用薬 2399005F2295 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.80
内用薬 2399005F2317 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80
内用薬 2399005F2325 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.80
内用薬 2399005F2341 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.80
内用薬 2399005F2350 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80 H26.6.20収載
内用薬 2399005F3020 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナウゼリンＯＤ錠５ 協和発酵キリン 先発品 ○ 10.50
内用薬 2399005F4026 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウゼリンＯＤ錠１０ 協和発酵キリン 先発品 ○ 16.30
内用薬 2399005R1015 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリドン１％シロップ用 後発品 6.70
内用薬 2399005R1163 ドンペリドン １％１ｇ ナウゼリンドライシロップ１％ 協和発酵キリン 先発品 ○ 38.40
内用薬 2399005R1171 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリンＤＳ１％ 沢井製薬 後発品 12.00 H27.3.31まで
内用薬 2399005R1210 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリドンＤＳ小児用１％「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 12.00 H26.6.20収載

内用薬 2399006C1017 トリメブチンマレイン酸 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩２０％細 後発品 7.40
内用薬 2399006C1122 トリメブチンマレイン酸 ２０％１ｇ セレキノン細粒２０％ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 29.40
内用薬 2399006C1181 トリメブチンマレイン酸

塩
２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２

０％「オーハラ」
大原薬品工業 後発品 9.30

内用薬 2399006F1013 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩１００ｍ
ｇ錠

後発品 5.60

内用薬 2399006F1331 トリメブチンマレイン酸 １００ｍｇ１錠 セレキノン錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 16.40
内用薬 2399006F1340 トリメブチンマレイン酸 １００ｍｇ１錠 ネプテン錠１００ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 5.80 H27.3.31まで
内用薬 2399006F1366 トリメブチンマレイン酸 １００ｍｇ１錠 メブコロン錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.80 H27.9.30まで
内用薬 2399006F1404 トリメブチンマレイン酸 １００ｍｇ１錠 メブチット錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.80 H27.9.30まで
内用薬 2399006F1420 トリメブチンマレイン酸 １００ｍｇ１錠 テフメチン錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 5.80 H27.3.31まで
内用薬 2399006F1447 トリメブチンマレイン酸

塩
１００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００

ｍｇ「タイヨー」
テバ製薬 後発品 5.80 H27.3.31まで

内用薬 2399006F1480 トリメブチンマレイン酸 １００ｍｇ１錠 サキオン錠１００ｍｇ 原沢製薬工業 後発品 5.80 H28.3.31まで
内用薬 2399006F1498 トリメブチンマレイン酸 １００ｍｇ１錠 サペスロン錠１００ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.80
内用薬 2399006F1528 トリメブチンマレイン酸

塩
１００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００

ｍｇ「オーハラ」
大原薬品工業 後発品 5.80

内用薬 2399006F1536 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.80

内用薬 2399006F1560 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００
ｍｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 5.80 H26.12.12収載

内用薬 2399006F1579 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.80 H26.12.12収載

内用薬 2399008F1020 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ガナトン錠５０ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 18.10
内用薬 2399008F1039 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 11.00
内用薬 2399008F1047 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｎ ニプロ 後発品 11.00
内用薬 2399008F1055 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｎ 日新製薬（山形） 後発品 11.00
内用薬 2399008F1071 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｐ

Ｈ」
キョーリンリメ
ディオ

後発品 11.00

内用薬 2399008F1080 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 11.00

内用薬 2399008F1098 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 11.00

内用薬 2399008F1101 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 11.00
内用薬 2399008F1110 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 11.00

内用薬 2399008F1128 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 11.00 H27.3.31まで

内用薬 2399008F1136 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 11.00

内用薬 2399008F1144 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 11.00

内用薬 2399008F1152 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 11.00

内用薬 2399008F1160 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｃ 長生堂製薬 後発品 11.00 H26.12.12収載
内用薬 2399009D1024 メサラジン ５０％１ｇ メサラジン顆粒５０％「ＡＫＰ」 小林化工 後発品 64.20
内用薬 2399009D2020 メサラジン ９４％１ｇ ペンタサ顆粒９４％ 杏林製薬 先発品 164.90 H27.12.11収載
内用薬 2399009F1033 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 後発品 28.80
内用薬 2399009F1041 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 28.80
内用薬 2399009F1068 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 28.80
内用薬 2399009F1076 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 28.80
内用薬 2399009F1084 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 22.50
内用薬 2399009F1092 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ケミ 日本ケミファ 後発品 28.80
内用薬 2399009F1106 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「サワイ」 日本薬品工業 後発品 28.80
内用薬 2399009F1114 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「タイ テバ製薬 後発品 28.80
内用薬 2399009F1122 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 28.80
内用薬 2399009F1130 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.80
内用薬 2399009F1149 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 ペンタサ錠２５０ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 50.20
内用薬 2399009F1157 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.50
内用薬 2399009F2030 メサラジン ５００ｍｇ１錠 ペンタサ錠５００ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 98.40
内用薬 2399009F2048 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 後発品 59.30
内用薬 2399009F2056 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 59.30
内用薬 2399009F2064 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ケミ 日本ケミファ 後発品 59.30
内用薬 2399009F2072 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」 日本薬品工業 後発品 59.30
内用薬 2399009F2080 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 59.30
内用薬 2399009F2099 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 59.30
内用薬 2399009F2102 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 59.30
内用薬 2399009F2110 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「タイ テバ製薬 後発品 59.30
内用薬 2399009F2129 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 59.30
内用薬 2399009F2137 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 59.30
内用薬 2399009F2145 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 59.30
内用薬 2399009F3028 メサラジン ４００ｍｇ１錠 アサコール錠４００ｍｇ ゼリア新薬工業 先発品 ○ 88.60
内用薬 2399009F3036 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファ

イザー」
マイラン製薬 後発品 48.40 H27.6.19収載

内用薬 2399009F3044 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 48.40 H27.12.11収載

内用薬 2399010B1034 モサプリドクエン酸塩水
和物

１％１ｇ 局 ガスモチン散１％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 37.30

内用薬 2399010B1042 モサプリドクエン酸塩水
和物

１％１ｇ 局 モサプリドクエン酸塩散１％「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 21.80

内用薬 2399010B1050 モサプリドクエン酸塩水
和物

１％１ｇ 局 モサプリドクエン酸塩散１％「日医
工」

日医工 後発品 21.80

内用薬 2399010F1028 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 ガスモチン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 11.00

内用薬 2399010F1036 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＡＡ」

あすかＡｃｔａｖ
ｉｓ製薬

後発品 9.60

内用薬 2399010F1044 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＤＫ」

大興製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1052 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1060 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 9.60

内用薬 2399010F1079 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 9.60

内用薬 2399010F1087 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1095 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＫＯＧ」

日本薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1109 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1117 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 9.60

内用薬 2399010F1125 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 9.60

内用薬 2399010F1133 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＴＳＵ」

鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1141 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 9.60

内用薬 2399010F1150 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 9.60
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内用薬 2399010F1168 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1176 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「イセイ」

コーアイセイ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1184 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 9.60

内用薬 2399010F1192 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1206 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1214 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 9.60

内用薬 2399010F1222 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「テバ」

大正薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1230 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2399010F1249 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 9.60

内用薬 2399010F1257 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 9.60

内用薬 2399010F1265 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 9.60

内用薬 2399010F1273 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 9.60

内用薬 2399010F2024 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 ガスモチン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 18.40

内用薬 2399010F2032 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ａ
Ａ」

あすかＡｃｔａｖ
ｉｓ製薬

後発品 9.90

内用薬 2399010F2040 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 9.90

内用薬 2399010F2059 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 9.90

内用薬 2399010F2067 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 9.90

内用薬 2399010F2075 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 9.90

内用薬 2399010F2083 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 9.90

内用薬 2399010F2091 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｋ
ＯＧ」

日本薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2399010F2105 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 9.90

内用薬 2399010F2113 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 9.90

内用薬 2399010F2121 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 9.90

内用薬 2399010F2130 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｔ
ＳＵ」

鶴原製薬 後発品 9.90

内用薬 2399010F2148 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 9.90

内用薬 2399010F2156 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2399010F2164 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2399010F2172 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「イ
セイ」

コーアイセイ 後発品 9.90

内用薬 2399010F2180 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 9.90

内用薬 2399010F2199 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ケ
ミファ」

日本ケミファ 後発品 9.90

内用薬 2399010F2202 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 2399010F2210 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 9.90

内用薬 2399010F2229 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2399010F2237 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 2399010F2245 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 9.90

内用薬 2399010F2253 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 9.90

内用薬 2399010F2261 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 9.90

内用薬 2399010F2270 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 9.90

内用薬 2399011C1042 ポリカルボフィルカルシ
ウム

８３．３％１ｇ コロネル細粒８３．３％ アステラス製薬 先発品 ○ 28.00

内用薬 2399011C1050 ポリカルボフィルカルシ
ウム

８３．３％１ｇ ポリフル細粒８３．３％ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 28.00

内用薬 2399011C1069 ポリカルボフィルカルシ
ウム

８３．３％１ｇ ポリカルボフィルＣａ細粒８３．
３％「日医工」

日医工 後発品 16.70

内用薬 2399011F1022 ポリカルボフィルカルシ
ウム

５００ｍｇ１錠 コロネル錠５００ｍｇ アステラス製薬 先発品 17.70

内用薬 2399011F1030 ポリカルボフィルカルシ
ウム

５００ｍｇ１錠 ポリフル錠５００ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 17.70

内用薬 2399012M1026 セビメリン塩酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル エボザックカプセル３０ｍｇ 第一三共 先発品 133.60
内用薬 2399012M1034 セビメリン塩酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル サリグレンカプセル３０ｍｇ 日本化薬 先発品 128.50
内用薬 2399013D1020 ピロカルピン塩酸塩 ５ｍｇ１包 サラジェン顆粒０．５％ キッセイ薬品工業 先発品 133.70 H26.12.12収載
内用薬 2399013F1021 ピロカルピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 サラジェン錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 133.70
内用薬 2399014F1026 ラモセトロン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 イリボー錠２．５μｇ アステラス製薬 先発品 88.30
内用薬 2399014F2022 ラモセトロン塩酸塩 ５μｇ１錠 イリボー錠５μｇ アステラス製薬 先発品 144.20
内用薬 2399014F3029 ラモセトロン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 イリボーＯＤ錠２．５μｇ アステラス製薬 先発品 88.30
内用薬 2399014F4025 ラモセトロン塩酸塩 ５μｇ１錠 イリボーＯＤ錠５μｇ アステラス製薬 先発品 144.20
内用薬 2399015F1020 アコチアミド塩酸塩水和 １００ｍｇ１錠 アコファイド錠１００ｍｇ ゼリア新薬工業 先発品 37.20
内用薬 2399100F1057 ピペタナート塩酸塩・ア

カメガシワエキス
１錠 イリコロンＭ配合錠 日本新薬 5.60 H28.3.31まで

内用薬 2419001F1023 デスモプレシン酢酸塩水
和物

１２０μｇ１錠 ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ フェリング・
ファーマ

先発品 202.70

内用薬 2419001F2020 デスモプレシン酢酸塩水
和物

２４０μｇ１錠 ミニリンメルトＯＤ錠２４０μｇ フェリング・
ファーマ

先発品 340.70

内用薬 2419001F3026 デスモプレシン酢酸塩水
和物

６０μｇ１錠 ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ フェリング・
ファーマ

先発品 120.70

内用薬 2420001F1024 唾液腺ホルモン １０ｍｇ１錠 パロチン錠１０ｍｇ あすか製薬 13.40 H27.3.31まで
内用薬 2431001X1015 乾燥甲状腺 １ｇ 局 乾燥甲状腺 61.90
内用薬 2431001X1031 乾燥甲状腺 １ｇ 局 チラーヂン末 あすか製薬 99.40 H28.3.31まで
内用薬 2431003F1019 リオチロニンナトリウム ５μｇ１錠 局 リオチロニンナトリウム錠 9.60
内用薬 2431003F2015 リオチロニンナトリウム ２５μｇ１錠 局 リオチロニンナトリウム錠 11.70
内用薬 2431004B1038 レボチロキシンナトリウ

ム水和物
０．０１％１ｇ チラーヂンＳ散０．０１％ あすか製薬 先発品 58.00

内用薬 2431004F1013 レボチロキシンナトリウ
ム水和物

５０μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60

内用薬 2431004F2010 レボチロキシンナトリウ
ム水和物

２５μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60

内用薬 2431004F3016 レボチロキシンナトリウ
ム水和物

１００μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 11.40

内用薬 2431004F4012 レボチロキシンナトリウ
ム水和物

１２．５μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60

内用薬 2431004F5019 レボチロキシンナトリウ
ム水和物

７５μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60

内用薬 2432001F1017 チアマゾール ５ｍｇ１錠 局 チアマゾール錠 9.60
内用薬 2432002F1011 プロピルチオウラシル ５０ｍｇ１錠 局 プロピルチオウラシル錠 9.60
内用薬 2449003F1021 メテノロン酢酸エステル ５ｍｇ１錠 プリモボラン錠５ｍｇ バイエル薬品 12.00
内用薬 2452001F1036 コルチゾン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠 コートン錠２５ｍｇ 日医工 23.50
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内用薬 2452002F1030 ヒドロコルチゾン １０ｍｇ１錠 コートリル錠１０ｍｇ ファイザー 7.30
内用薬 2452003F1035 フルドロコルチゾン酢酸

エステル
０．１ｍｇ１錠 フロリネフ錠０．１ｍｇ アスペンジャパン 先発品 345.30

内用薬 2454002F1175 デキサメタゾン ０．５ｍｇ１錠 デキサメサゾン錠０．５ｍｇ「タイ
ヨー」

テバ製薬 5.60 H27.3.31まで

内用薬 2454002F1183 デキサメタゾン ０．５ｍｇ１錠 デカドロン錠０．５ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2454002F2023 デキサメタゾン ４ｍｇ１錠 レナデックス錠４ｍｇ セルジーン 先発品 175.80
内用薬 2454002F3020 デキサメタゾン ４ｍｇ１錠 デカドロン錠４ｍｇ 日医工 37.80 H26.6.20収載
内用薬 2454002S1122 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デカドロンエリキシル０．０１％ 日医工 準先発品 ○ 4.20
内用薬 2454002S1149 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デキサメサゾンエリキシル０．０

１％「ニッシン」
日新製薬（山形） 後発品 1.70

内用薬 2454003F1030 トリアムシノロン ４ｍｇ１錠 レダコート錠４ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

25.40

内用薬 2454004B1040 ベタメタゾン ０．１％１ｇ リンデロン散０．１％ 塩野義製薬 準先発品 ○ 32.80
内用薬 2454004B1059 ベタメタゾン ０．１％１ｇ リネステロン散０．１％ 扶桑薬品工業 後発品 21.30
内用薬 2454004F2081 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 6.30
内用薬 2454004F2090 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 リンデロン錠０．５ｍｇ 塩野義製薬 準先発品 ○ 15.60
内用薬 2454004F2103 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 リネステロン錠０．５ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2454004Q1078 ベタメタゾン ０．０１％１ｍＬ リンデロンシロップ０．０１％ 塩野義製薬 7.20
内用薬 2456001F1019 プレドニゾロン ５ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 9.60
内用薬 2456001F2015 プレドニゾロン １ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 8.10
内用薬 2456001F3011 プレドニゾロン ２．５ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 9.60
内用薬 2456001T1012 プレドニゾロン １ｇ 局 プレドニゾロン 1,063.20
内用薬 2456002B1062 プレドニゾロン １％１ｇ プレドニゾロン散「タケダ」１％ 武田薬品工業 8.90
内用薬 2456003F1034 メチルプレドニゾロン ２ｍｇ１錠 メドロール錠２ｍｇ ファイザー 10.00
内用薬 2456003F2030 メチルプレドニゾロン ４ｍｇ１錠 メドロール錠４ｍｇ ファイザー 18.90
内用薬 2459100F1120 ベタメタゾン・ｄ－クロ

ルフェニラミンマレイン
１錠 エンペラシン配合錠 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2459100F1146 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン

１錠 サクコルチン配合錠 日医工 後発品 5.60

内用薬 2459100F1154 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン

１錠 セレスターナ配合錠 小林化工 後発品 5.60

内用薬 2459100F1162 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン

１錠 セレスタミン配合錠 高田製薬 準先発品 ○ 10.50

内用薬 2459100F1170 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン

１錠 ヒスタブロック配合錠 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1189 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン

１錠 プラデスミン配合錠 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2459100F1197 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン

１錠 ベタセレミン配合錠 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2459100Q1031 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン

１ｍＬ セレスタミン配合シロップ 高田製薬 5.20

内用薬 2462001F1016 メチルテストステロン ２５ｍｇ１錠 局 メチルテストステロン錠 53.80
内用薬 2462001F2012 メチルテストステロン １０ｍｇ１錠 局 メチルテストステロン錠 17.30
内用薬 2473001F1028 エストラジオール ０．５ｍｇ１錠 ジュリナ錠０．５ｍｇ バイエル薬品 先発品 65.50
内用薬 2474001F1017 エチニルエストラジオー ０．５ｍｇ１錠 局 エチニルエストラジオール錠 38.10
内用薬 2475001F1014 エストリオール ０．１ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 9.60
内用薬 2475001F2010 エストリオール ０．５ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 14.60
内用薬 2475001F3017 エストリオール １ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 9.80
内用薬 2475001F3033 エストリオール １ｍｇ１錠 局 ※ エストリール錠１ｍｇ（持田） 持田製薬 15.90
内用薬 2475001F3050 エストリオール １ｍｇ１錠 局 ホーリン錠１ｍｇ あすか製薬 15.90
内用薬 2475001F3084 エストリオール １ｍｇ１錠 局 エストリオール錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 11.50
内用薬 2478001F1040 クロルマジノン酢酸エス

テル
２ｍｇ１錠 ルトラール錠２ｍｇ 富士製薬工業 27.20

内用薬 2478001F2012 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル２５ｍ
ｇ錠

後発品 13.30

内用薬 2478001F2179 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 プロスタール錠２５ あすか製薬 先発品 ○ 101.00

内用薬 2478001F2276 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 プロスタット錠２５ｍｇ 日本新薬 後発品 84.30

内用薬 2478001F2314 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 エフミン錠２５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 37.40

内用薬 2478001F2357 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 ロンステロン錠２５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 37.40

内用薬 2478001G1011 クロルマジノン酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル５０ｍ
ｇ徐放錠

後発品 56.80

内用薬 2478001G1100 クロルマジノン酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 プレストロン徐放錠５０ｍｇ ローマン工業 後発品 73.60

内用薬 2478001G1143 クロルマジノン酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 プロスタールＬ錠５０ｍｇ あすか製薬 先発品 ○ 222.50

内用薬 2478002F1045 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２．５ｍｇ１錠 メドキロン錠２．５ 東和薬品 後発品 9.40

内用薬 2478002F1061 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２．５ｍｇ１錠 プロゲストン錠２．５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 20.30

内用薬 2478002F1070 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２．５ｍｇ１錠 プロベラ錠２．５ｍｇ ファイザー 準先発品 ○ 27.70

内用薬 2478002F1088 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エス
テル錠２．５ｍｇ「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 9.40

内用薬 2478002F2033 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

５ｍｇ１錠 ヒスロン錠５ 協和発酵キリン 準先発品 ○ 37.50

内用薬 2478002F2050 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

５ｍｇ１錠 プロゲストン錠５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 20.30

内用薬 2478002F3048 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２００ｍｇ１錠 プロゲストン錠２００ 富士製薬工業 後発品 135.30

内用薬 2478002F3056 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２００ｍｇ１錠 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 ○ 285.30

内用薬 2478003F1031 ジドロゲステロン ５ｍｇ１錠 局 デュファストン錠５ｍｇ マイランＥＰＤ 38.00
内用薬 2479002F1026 ノルエチステロン ５ｍｇ１錠 ノアルテン錠（５ｍｇ） 富士製薬工業 37.10
内用薬 2479003F2019 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 アリルエストレノール２５ｍｇ錠 後発品 29.40
内用薬 2479003F2078 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 ペリアス錠２５ｍｇ 日本新薬 後発品 56.30
内用薬 2479003F2140 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 パーセリン錠２５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 109.60
内用薬 2479004F1033 結合型エストロゲン ０．６２５ｍｇ１錠 プレマリン錠０．６２５ｍｇ ファイザー 12.40
内用薬 2482003F1050 ノルエチステロン・メス

トラノール
１錠 ソフィアＡ配合錠 あすか製薬 8.20

内用薬 2482004X1034 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ソフィアＣ配合錠 あすか製薬 13.60

内用薬 2482005F1041 ノルゲストレル・エチニ
ルエストラジオール

１錠 局 プラノバール配合錠 あすか製薬 先発品 14.20

内用薬 2482007F1032 クロルマジノン酢酸エス
テル・メストラノール

１錠 ルテジオン配合錠 あすか製薬 28.80

内用薬 2482009F1031 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 ルナベル配合錠ＬＤ ノーベルファーマ 先発品 ○ 336.60

内用薬 2482009F1040 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ 持田製薬 後発品 173.30 H27.12.11収載

内用薬 2482009F2020 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 ルナベル配合錠ＵＬＤ ノーベルファーマ 先発品 336.60

内用薬 2482010F1026 エストラジオール・レボ
ノルゲストレル

１錠 ウェールナラ配合錠 バイエル薬品 先発品 162.00

内用薬 2482011F1020 ドロスピレノン・エチニ
ルエストラジオール
ベータデクス

１シート ヤーズ配合錠 バイエル薬品 先発品 7,097.80

内用薬 2491001F4025 カリジノゲナーゼ １０単位１錠 カリクレイン錠１０単位 バイエル薬品 13.20
内用薬 2491001F5021 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 Ｓ－カルジー錠２５ 日新製薬（山形） 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2491001F5056 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カルナクリン錠２５ 三和化学研究所 準先発品 ○ 12.60
内用薬 2491001F5064 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カルニアチンＳ錠２５ ニプロ 後発品 5.60 H26.9.30まで
内用薬 2491001F5072 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 サイモチンＳ錠２５ 東和薬品 後発品 5.60 H26.9.30まで
内用薬 2491001F5099 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 サークレチンＳ錠２５ あすか製薬 準先発品 ○ 12.20
内用薬 2491001F5110 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 プロクレイン錠２５ 東菱薬品工業 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 2491001F5129 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 プロモチンＳ錠２５ ローマン工業 後発品 10.90
内用薬 2491001F5137 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 ローザグッド錠２５ 藤本製薬 後発品 10.90
内用薬 2491001F5153 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 サークリンＳ錠２５ 昭和薬品化工 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 2491001F5161 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 5.60
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内用薬 2491001F5170 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2491001F5188 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「Ｎ ニプロ 後発品 5.60
内用薬 2491001F5196 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2491001F5200 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「サワ
イ」

東菱薬品工業 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 2491001F5218 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位
「ショーワ」

昭和薬品化工 後発品 5.60 H28.3.31まで H26.6.20収載

内用薬 2491001F5226 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日 日新製薬（山形） 後発品 5.60 H27.6.19収載
内用薬 2491001F5234 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「あゆ

み」
あゆみ製薬 後発品 5.60 H27.12.11収載

内用薬 2491001F6010 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ５０単位錠 後発品 5.80
内用薬 2491001F6060 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルナクリン錠５０ 三和化学研究所 準先発品 ○ 22.30
内用薬 2491001F6079 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルニアチン錠５０ ニプロ 後発品 8.90 H26.9.30まで
内用薬 2491001F6117 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 サークレチンＳ錠５０ あすか製薬 準先発品 ○ 18.00
内用薬 2491001F6133 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 ビドクレイン錠５０ 辰巳化学 後発品 8.90 H27.3.31まで
内用薬 2491001F6150 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 プロモチンＳ錠５０ ローマン工業 後発品 16.40
内用薬 2491001F6168 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 ローザグッド錠５０ 藤本製薬 後発品 16.40
内用薬 2491001F6206 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「Ｎ ニプロ 後発品 8.90
内用薬 2491001M3044 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カルナクリンカプセル２５ 三和化学研究所 準先発品 ○ 12.50
内用薬 2491001M3079 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カリジノゲナーゼカプセル２５単位

「日医工」
日医工 後発品 5.60

内用薬 2499001F1032 シクロフェニル １００ｍｇ１錠 セキソビット錠１００ｍｇ あすか製薬 先発品 34.10
内用薬 2499003M1065 メピチオスタン ５ｍｇ１カプセル チオデロンカプセル５ｍｇ 塩野義製薬 先発品 97.20
内用薬 2499005F1030 ジノプロストン ０．５ｍｇ１錠 プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍ

ｇ「科研」
科研製薬 先発品 277.10

内用薬 2499006M1026 ミトタン ５００ｍｇ１カプセル オペプリム ヤクルト本社 先発品 958.90
内用薬 2499007F1021 ダナゾール １００ｍｇ１錠 ボンゾール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 209.80
内用薬 2499007F2028 ダナゾール ２００ｍｇ１錠 ボンゾール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 392.30
内用薬 2499008F1034 トリロスタン ６０ｍｇ１錠 デソパン錠６０ｍｇ 持田製薬 先発品 642.90
内用薬 2499009F1012 クロミフェンクエン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロミフェンクエン酸塩錠 68.30
内用薬 2499009F1080 クロミフェンクエン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロミッド錠５０ｍｇ 富士製薬工業 108.30
内用薬 2499009F1098 クロミフェンクエン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 セロフェン錠５０ｍｇ メルクセローノ 108.30
内用薬 2499009F1101 クロミフェンクエン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロミフェンクエン酸塩錠５０ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 92.40 H27.3.31まで

内用薬 2499010F1023 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ディナゲスト錠１ｍｇ 持田製薬 先発品 475.50
内用薬 2499010F2020 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ 持田製薬 先発品 475.50 H26.11.28収載
内用薬 2499011M1027 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル アボルブカプセル０．５ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
先発品 210.90

内用薬 2499012F1022 トルバプタン ３０ｍｇ１錠 サムスカ錠３０ｍｇ 大塚製薬 先発品 3,952.10 H26.5.23収載
内用薬 2519100M1110 グルタミン酸・アラニ

ン・アミノ酢酸配合剤
１カプセル パラプロスト配合カプセル 陽進堂 先発品 8.70

内用薬 2531001F1015 エルゴメトリンマレイン
酸塩

０．５ｍｇ１錠 局 エルゴメトリンマレイン酸塩錠 9.60

内用薬 2531002F1010 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．１２５ｍｇ１錠 局 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
錠

9.60

内用薬 2531002F1206 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．１２５ｍｇ１錠 局 メテルギン錠０．１２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

9.90

内用薬 2531002F1214 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．１２５ｍｇ１錠 局 パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ 持田製薬 9.90

内用薬 2531002F1249 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．１２５ｍｇ１錠 局 メチルエルゴメトリン錠０．１２５
ｍｇ「あすか」

あすか製薬 9.90

内用薬 2559001M1074 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル ヘモタイトカプセル２００ｍｇ サンド 後発品 13.90
内用薬 2559001M1104 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル ヘモクロンカプセル２００ｍｇ 天藤製薬 先発品 ○ 24.10
内用薬 2559002X1032 静脈血管叢エキス １錠 ヘモリンガル舌下錠０．１８ｍｇ 東菱薬品工業 22.80
内用薬 2559003F1040 メリロートエキス ２５ｍｇ１錠 タカベンス錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2559100X1040 パラフレボン・センナ末

配合剤
１錠 サーカネッテン配合錠 日本新薬 14.70

内用薬 2559101X1036 ブロメライン・トコフェ
ロール酢酸エステル

１錠 ヘモナーゼ配合錠 ジェイドルフ製薬 15.10

内用薬 2590001F1024 ウラジロガシエキス ２２５ｍｇ１錠 ウロカルン錠２２５ｍｇ 日本新薬 先発品 9.60
内用薬 2590002D1060 フラボキサート塩酸塩 ２０％１ｇ ブラダロン顆粒２０％ 日本新薬 先発品 51.20
内用薬 2590002F1010 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩２００ｍｇ錠 後発品 8.60
内用薬 2590002F1371 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ブラダロン錠２００ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 46.00
内用薬 2590003F1023 セルニチンポーレンエキ １錠 セルニルトン錠 東菱薬品工業 先発品 16.60
内用薬 2590004F1010 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 リトドリン塩酸塩５ｍｇ錠 後発品 16.50
内用薬 2590004F1192 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ウテメリン錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 ○ 115.10
内用薬 2590004F1273 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ルテオニン錠５ｍｇ あすか製薬 後発品 74.30
内用薬 2590005F1014 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩２ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 2590005F1022 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ポラキス錠２ サノフィ 先発品 ○ 32.80
内用薬 2590005F2010 オキシブチニン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩３ｍｇ錠 後発品 6.40
内用薬 2590005F2029 オキシブチニン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ポラキス錠３ サノフィ 先発品 ○ 43.80
内用薬 2590005F3017 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩１ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2590005F3025 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ポラキス錠１ サノフィ 先発品 ○ 20.40
内用薬 2590007C1025 プロピベリン塩酸塩 ２％１ｇ バップフォー細粒２％ 大鵬薬品工業 先発品 159.00
内用薬 2590007F1013 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩１０ｍｇ錠 後発品 18.30
内用薬 2590007F1021 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 バップフォー錠１０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 71.50
内用薬 2590007F1064 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠１０「ＫＮ」 小林化工 後発品 41.10
内用薬 2590007F1072 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＫ

Ｋ」
三和化学研究所 後発品 41.10

内用薬 2590007F1080 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 28.20

内用薬 2590007F1099 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠１０「タツミ」 辰巳化学 後発品 28.20
内用薬 2590007F1102 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ノーラガード錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 41.10
内用薬 2590007F1110 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 バップベリン錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 28.20
内用薬 2590007F1129 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 バルレール錠１０ 日新製薬（山形） 後発品 28.20 H27.9.30まで
内用薬 2590007F1170 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベンズフォー錠１０ｍｇ メディサ新薬 後発品 41.10
内用薬 2590007F1196 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ミクトノーム錠１０ｍｇ あすか製薬 後発品 41.10
内用薬 2590007F1200 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ユリロシン錠１０ ダイト 後発品 28.20
内用薬 2590007F1218 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「Ｓ 沢井製薬 後発品 28.20
内用薬 2590007F1234 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 28.20
内用薬 2590007F1242 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タ

カタ」
高田製薬 後発品 28.20

内用薬 2590007F1250 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 41.10

内用薬 2590007F1269 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 28.20

内用薬 2590007F1285 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山形） 後発品 28.20 H26.12.12収載

内用薬 2590007F2010 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩２０ｍｇ錠 後発品 31.00
内用薬 2590007F2028 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 バップフォー錠２０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 122.50
内用薬 2590007F2052 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠２０「ＫＮ」 小林化工 後発品 49.80
内用薬 2590007F2060 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 49.80

内用薬 2590007F2087 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ノーラガード錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 70.10
内用薬 2590007F2095 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 バップベリン錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 49.80
内用薬 2590007F2109 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 バルレール錠２０ 日新製薬（山形） 後発品 49.80 H27.9.30まで
内用薬 2590007F2141 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ベンズフォー錠２０ｍｇ メディサ新薬 後発品 70.10
内用薬 2590007F2168 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ミクトノーム錠２０ｍｇ あすか製薬 後発品 70.10
内用薬 2590007F2176 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ユリロシン錠２０ ダイト 後発品 49.80
内用薬 2590007F2184 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「Ｓ 沢井製薬 後発品 49.80
内用薬 2590007F2192 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＫ

Ｋ」
三和化学研究所 後発品 70.10

内用薬 2590007F2206 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タ
ナベ」

田辺三菱製薬 後発品 49.80

内用薬 2590007F2214 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 49.80
内用薬 2590007F2222 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タ

カタ」
高田製薬 後発品 49.80

内用薬 2590007F2249 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 49.80

内用薬 2590007F2257 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 49.80
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内用薬 2590007F2273 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山形） 後発品 49.80 H26.12.12収載

内用薬 2590008F1018 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩０．１ｍｇ錠 後発品 19.90
内用薬 2590008F1026 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．１ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 68.50
内用薬 2590008F1042 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロンＯＤ錠０．１ｍｇ 東和薬品 後発品 38.50 H26.9.30まで
内用薬 2590008F1050 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍ

ｇ「ケミファ」
日本薬品工業 後発品 29.30

内用薬 2590008F1077 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 29.30

内用薬 2590008F1085 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍ
ｇ「日新」

日新製薬（山形） 後発品 29.30

内用薬 2590008F1093 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍ
ｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 29.30

内用薬 2590008F1107 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 リストリームＯＤ錠０．１ｍｇ あすか製薬 後発品 38.50
内用薬 2590008F1115 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍ

ｇ「アメル」
共和薬品工業 後発品 29.30

内用薬 2590008F1123 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 29.30

内用薬 2590008F1131 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 38.50

内用薬 2590008F1140 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍ
ｇ「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 29.30

内用薬 2590008F1166 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 38.50

内用薬 2590008F1174 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍ
ｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 38.50 H27.12.11収載

内用薬 2590008F2014 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩０．２ｍｇ錠 後発品 36.00
内用薬 2590008F2022 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 134.10
内用薬 2590008F2049 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロンＯＤ錠０．２ｍｇ 東和薬品 後発品 72.00 H26.9.30まで
内用薬 2590008F2057 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍ

ｇ「ケミファ」
日本薬品工業 後発品 72.00

内用薬 2590008F2073 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 58.20

内用薬 2590008F2081 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍ
ｇ「日新」

日新製薬（山形） 後発品 58.20

内用薬 2590008F2103 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 リストリームＯＤ錠０．２ｍｇ あすか製薬 後発品 72.00
内用薬 2590008F2120 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍ

ｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 58.20

内用薬 2590008F2138 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 58.20

内用薬 2590008F2146 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍ
ｇ「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 58.20

内用薬 2590008F2162 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 72.00

内用薬 2590008F2170 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍ
ｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 72.00 H27.12.11収載

内用薬 2590008F3029 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 局 塩酸タムスロシン錠０．１「ＥＫ」 小林化工 後発品 38.50
内用薬 2590008F4025 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 局 塩酸タムスロシン錠０．２「ＥＫ」 小林化工 後発品 72.00
内用薬 2590008N1047 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．１

「ＯＨＡＲＡ」
大原薬品工業 後発品 29.30 H26.9.30まで

内用薬 2590008N1055 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．１ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 29.30

内用薬 2590008N1098 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル パルナックカプセル０．１ｍｇ テバ製薬 後発品 29.30
内用薬 2590008N1128 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１

ｍｇ「ＭＥＤ」
メディサ新薬 後発品 38.50

内用薬 2590008N1136 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ハラナシンカプセル０．１ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 29.30 H28.3.31まで
内用薬 2590008N1144 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１

ｍｇ「ＴＹＫ」
大正薬品工業 後発品 29.30 H28.3.31まで

内用薬 2590008N1152 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１
ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 29.30

内用薬 2590008N1160 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ハルリーブカプセル０．１ｍｇ シオノケミカル 後発品 29.30 H28.3.31まで
内用薬 2590008N1179 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１

ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 29.30

内用薬 2590008N1187 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ハロネロールカプセル０．１ｍｇ 長生堂製薬 後発品 38.50
内用薬 2590008N1195 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１

ｍｇ「日医工」
日医工 後発品 29.30

内用薬 2590008N1209 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１
ｍｇ「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 29.30

内用薬 2590008N1217 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１
ｍｇ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 29.30

内用薬 2590008N2019 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩０．２ｍｇカプ
セル

後発品 36.00

内用薬 2590008N2043 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．２
「ＯＨＡＲＡ」

大原薬品工業 後発品 58.20 H26.9.30まで

内用薬 2590008N2086 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル パルナックカプセル０．２ｍｇ テバ製薬 後発品 58.20
内用薬 2590008N2108 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル ハロネロールカプセル０．２ｍｇ 長生堂製薬 後発品 58.20
内用薬 2590008N2124 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２

ｍｇ「ＭＥＤ」
メディサ新薬 後発品 72.00

内用薬 2590008N2140 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル ハラナシンカプセル０．２ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 58.20 H28.3.31まで
内用薬 2590008N2159 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２

ｍｇ「ＴＹＫ」
大正薬品工業 後発品 58.20 H28.3.31まで

内用薬 2590008N2183 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 58.20

内用薬 2590008N2191 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 58.20

内用薬 2590008N2205 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２
ｍｇ「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 72.00

内用薬 2590008N2213 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２
ｍｇ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 58.20

内用薬 2590009F1039 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 フリバス錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 49.10 H27.10.1局方品

内用薬 2590009F1055 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エー
ザイ

後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F1063 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F1071 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F1080 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F1098 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F1101 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F1110 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F1128 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F1136 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F1144 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F1152 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F2035 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 フリバス錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 99.20 H27.10.1局方品

内用薬 2590009F2051 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エー
ザイ

後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F2060 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F2078 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F2086 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F2094 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F2108 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F2116 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F2124 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F2132 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F2140 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F2159 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F3023 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 フリバス錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 146.70 H27.10.1局方品

内用薬 2590009F3040 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エー
ザイ

後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F3058 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 73.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F3066 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 73.40 H27.6.19収載
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内用薬 2590009F3074 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 73.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F3082 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 73.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F3090 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 73.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F3104 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F3112 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 73.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F3120 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 73.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F3139 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 73.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F3147 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4020 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 フリバスＯＤ錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 99.20 H27.10.1局方品

内用薬 2590009F4038 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4046 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4054 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4062 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F4070 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「Ｋ 小林化工 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F4089 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4097 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F4100 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「あす

か」
あすか製薬 後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4119 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4127 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4135 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4143 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4151 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4160 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「テ テバ製薬 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F4178 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4186 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「日 日新製薬（山形） 後発品 49.60 H27.6.19収載
内用薬 2590009F4194 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ニッ

トー」
日東メディック 後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4208 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4216 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 後発品 49.60 H27.6.19収載

内用薬 2590009F4224 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 49.60 H27.12.11収載

内用薬 2590009F5026 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 146.70 H27.10.1局方品

内用薬 2590009F5034 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5042 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5050 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5069 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 73.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F5077 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「Ｋ 小林化工 後発品 73.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F5085 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5093 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 73.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F5107 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「あす

か」
あすか製薬 後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5115 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5123 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5131 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5140 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5158 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5166 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「テ テバ製薬 後発品 73.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F5174 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5182 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「日 日新製薬（山形） 後発品 73.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F5190 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ニッ

トー」
日東メディック 後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5204 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5212 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 後発品 73.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F5220 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 73.40 H27.12.11収載

内用薬 2590009F6022 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 フリバスＯＤ錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 49.10 H27.10.1局方品

内用薬 2590009F6030 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6049 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6057 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6065 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F6073 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「Ｋ 小林化工 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F6081 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6090 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F6103 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「あす

か」
あすか製薬 後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6111 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6120 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6138 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6146 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6154 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6162 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「テ テバ製薬 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F6170 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6189 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「日 日新製薬（山形） 後発品 25.40 H27.6.19収載
内用薬 2590009F6197 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ニッ

トー」
日東メディック 後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6200 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6219 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 後発品 25.40 H27.6.19収載

内用薬 2590009F6227 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 25.40 H27.12.11収載

内用薬 2590010F1023 シロドシン ２ｍｇ１錠 ユリーフ錠２ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 41.70
内用薬 2590010F2020 シロドシン ４ｍｇ１錠 ユリーフ錠４ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 81.30
内用薬 2590010F3026 シロドシン ２ｍｇ１錠 ユリーフＯＤ錠２ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 41.70 H27.12.11収載
内用薬 2590010F4022 シロドシン ４ｍｇ１錠 ユリーフＯＤ錠４ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 81.30 H27.12.11収載
内用薬 2590011F1028 コハク酸ソリフェナシン ２．５ｍｇ１錠 ベシケア錠２．５ｍｇ アステラス製薬 先発品 115.80
内用薬 2590011F2024 コハク酸ソリフェナシン ５ｍｇ１錠 ベシケア錠５ｍｇ アステラス製薬 先発品 194.80
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内用薬 2590011F3020 コハク酸ソリフェナシン ２．５ｍｇ１錠 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ アステラス製薬 先発品 115.80
内用薬 2590011F4027 コハク酸ソリフェナシン ５ｍｇ１錠 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ アステラス製薬 先発品 194.80
内用薬 2590012M1021 酒石酸トルテロジン ２ｍｇ１カプセル デトルシトールカプセル２ｍｇ ファイザー 先発品 115.00
内用薬 2590012M2028 酒石酸トルテロジン ４ｍｇ１カプセル デトルシトールカプセル４ｍｇ ファイザー 先発品 194.80
内用薬 2590013F1027 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ウリトス錠０．１ｍｇ 杏林製薬 先発品 98.30
内用薬 2590013F1035 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ステーブラ錠０．１ｍｇ 小野薬品工業 先発品 99.30
内用薬 2590013F2023 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ 杏林製薬 先発品 98.30
内用薬 2590013F2031 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ 小野薬品工業 先発品 99.30
内用薬 2590014F1021 ミラベグロン ２５ｍｇ１錠 ベタニス錠２５ｍｇ アステラス製薬 先発品 116.20
内用薬 2590014F2028 ミラベグロン ５０ｍｇ１錠 ベタニス錠５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 195.20
内用薬 2590015G1021 フェソテロジンフマル酸 ４ｍｇ１錠 トビエース錠４ｍｇ ファイザー 先発品 196.20
内用薬 2590015G2028 フェソテロジンフマル酸 ８ｍｇ１錠 トビエース錠８ｍｇ ファイザー 先発品 294.60
内用薬 2590016F1020 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 ザルティア錠２．５ｍｇ 日本イーライリ

リー
先発品 118.30 H26.4.17収載

内用薬 2590016F2027 タダラフィル ５ｍｇ１錠 ザルティア錠５ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 230.60 H26.4.17収載

内用薬 2590100X1015 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 オオウメガサソウエキス・ハコヤナ
ギエキス配合錠（１）

後発品 6.30

内用薬 2590100X1120 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エビプロスタット配合錠ＳＧ 日本新薬 準先発品 ○ 24.10

内用薬 2590100X2011 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 オオウメガサソウエキス・ハコヤナ
ギエキス配合錠（２）

後発品 9.10

内用薬 2590100X2046 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エビプロスタット配合錠ＤＢ 日本新薬 準先発品 ○ 46.10

内用薬 2699002F1046 メトキサレン １０ｍｇ１錠 オクソラレン錠１０ｍｇ 大正製薬 33.70
内用薬 2699003F1024 ジアフェニルスルホン ２５ｍｇ１錠 レクチゾール錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 80.00
内用薬 2900001A2036 セファランチン １％１ｇ セファランチン末１％ 化研生薬 64.30
内用薬 2900001F1029 セファランチン １ｍｇ１錠 セファランチン錠１ｍｇ 化研生薬 8.90
内用薬 2900002C1019 ガンマオリザノール ２０％１ｇ ガンマオリザノール２０％細粒 後発品 6.20
内用薬 2900002C1167 ガンマオリザノール ２０％１ｇ ハイゼット細粒２０％ 大塚製薬 準先発品 ○ 34.30
内用薬 2900002F4065 ガンマオリザノール ２５ｍｇ１錠 ハイゼット錠２５ｍｇ 大塚製薬 9.80
内用薬 2900002F5061 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 オルル錠５０ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2900002F5274 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 ハイゼット錠５０ｍｇ 大塚製薬 準先発品 ○ 10.60
内用薬 2900002F5282 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 γ－パルトックスン錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 2900002F5290 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 ガンマオリザノール錠５０ｍｇ「ツ

ルハラ」
鶴原製薬 後発品 5.60 H27.6.19収載

内用薬 3111002A1039 ビタミンＡ １０，０００単位１ｇ チョコラＡ末１万単位／ｇ サンノーバ 16.40
内用薬 3111002F1036 ビタミンＡ １０，０００単位１錠 チョコラＡ錠１万単位 サンノーバ 8.00
内用薬 3111003S1039 レチノールパルミチン酸

エステル
３０，０００単位１ｍ
Ｌ

チョコラＡ滴０．１万単位／滴 サンノーバ 54.40

内用薬 3112001B4036 アルファカルシドール １μｇ１ｇ アルファロール散１μｇ／ｇ 中外製薬 先発品 87.00
内用薬 3112001F1012 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 アルファカルシドール０．２５μｇ 後発品 5.80
内用薬 3112001F1055 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．２５μｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 22.30
内用薬 3112001F2019 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 アルファカルシドール０．５μｇ錠 後発品 6.30
内用薬 3112001F2051 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．５μｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 41.00
内用薬 3112001F3015 アルファカルシドール １μｇ１錠 アルファカルシドール１μｇ錠 後発品 9.90
内用薬 3112001F3058 アルファカルシドール １μｇ１錠 ワンアルファ錠１．０μｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 74.10
内用薬 3112001M1011 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ

ル
アルファカルシドール０．２５μｇ
カプセル

後発品 5.80

内用薬 3112001M1046 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ アルファロールカプセル０．２５μ 中外製薬 先発品 ○ 22.20
内用薬 3112001M1135 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ ワークミンカプセル０．２５ あすか製薬 後発品 14.80
内用薬 3112001M2018 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドール０．５μｇカ

プセル
後発品 6.30

内用薬 3112001M2069 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファロールカプセル０．５μｇ 中外製薬 先発品 ○ 42.10
内用薬 3112001M2182 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ワークミンカプセル０．５ あすか製薬 後発品 26.70
内用薬 3112001M3014 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドール１μｇカプセ 後発品 9.90
内用薬 3112001M3065 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファロールカプセル１μｇ 中外製薬 先発品 ○ 77.90
内用薬 3112001M3197 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ワークミンカプセル１．０ あすか製薬 後発品 46.40
内用薬 3112001M4010 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドール３μｇカプセ 後発品 25.60
内用薬 3112001M4037 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファロールカプセル３μｇ 中外製薬 先発品 ○ 298.40
内用薬 3112001M4070 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ワークミンカプセル３．０ あすか製薬 後発品 106.50
内用薬 3112001S1045 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ アルファロール内用液０．５μｇ／

ｍＬ
中外製薬 先発品 75.70

内用薬 3112001S1053 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ ワンアルファ内用液０．５μｇ／ｍ 帝人ファーマ 先発品 71.90
内用薬 3112004F1024 カルシトリオール ０．２５μｇ１錠 カルデミン錠０．２５μｇ 龍角散 後発品 21.40
内用薬 3112004M1015 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ

ル
カルシトリオール０．２５μｇカプ
セル

後発品 8.20

内用薬 3112004M1023 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ ロカルトロールカプセル０．２５ 中外製薬 先発品 ○ 33.10
内用薬 3112004M2011 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルシトリオール０．５μｇカプセ 後発品 12.60
内用薬 3112004M2020 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル ロカルトロールカプセル０．５ 中外製薬 先発品 ○ 60.20
内用薬 3112004M2178 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルデミンカプセル０．５μｇ 龍角散 後発品 37.10
内用薬 3112005F1029 ファレカルシトリオール ０．１５μｇ１錠 フルスタン錠０．１５ 大日本住友製薬 先発品 360.20
内用薬 3112005F1037 ファレカルシトリオール ０．１５μｇ１錠 ホーネル錠０．１５ 大正製薬 先発品 359.30
内用薬 3112005F2025 ファレカルシトリオール ０．３μｇ１錠 フルスタン錠０．３ 大日本住友製薬 先発品 533.50
内用薬 3112005F2033 ファレカルシトリオール ０．３μｇ１錠 ホーネル錠０．３ 大正製薬 先発品 539.90
内用薬 3112006M1022 エルデカルシトール ０．５μｇ１カプセル エディロールカプセル０．５μｇ 中外製薬 先発品 70.20
内用薬 3112006M2029 エルデカルシトール ０．７５μｇ１カプセ エディロールカプセル０．７５μｇ 中外製薬 先発品 100.50
内用薬 3113001X1015 肝油 １０ｇ 局 肝油 25.60
内用薬 3119001M1020 エトレチナート １０ｍｇ１カプセル チガソンカプセル１０ 中外製薬 先発品 245.60
内用薬 3119001M2027 エトレチナート ２５ｍｇ１カプセル チガソンカプセル２５ 中外製薬 先発品 626.60
内用薬 3121001B1010 チアミン塩化物塩酸塩 ０．１％１ｇ 局 チアミン塩化物塩酸塩散 6.40
内用薬 3121001B5015 チアミン塩化物塩酸塩 １％１ｇ 局 チアミン塩化物塩酸塩散 7.20
内用薬 3122001F1027 セトチアミン塩酸塩水和 ２５ｍｇ１錠 ジセタミン錠２５ 高田製薬 6.10
内用薬 3122002F2028 オクトチアミン ２５ｍｇ１錠 ノイビタ錠「２５」 共和クリティケア 5.60
内用薬 3122004F2124 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１錠 ジアノイナミン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.00
内用薬 3122006F2034 ビスベンチアミン ２５ｍｇ１錠 ベストン糖衣錠（２５ｍｇ） 田辺三菱製薬 6.20
内用薬 3122007F1024 フルスルチアミン ５ｍｇ１錠 ５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業 5.80
内用薬 3122007F2039 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業 準先発品 ○ 6.00
内用薬 3122007F2055 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 ビタファントＦ錠２５ 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 3122007F3027 フルスルチアミン ５０ｍｇ１錠 ５０ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業 11.30
内用薬 3122008F1045 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ビオトーワ錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60 H26.9.30まで
内用薬 3122008F1053 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3131001F1158 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 フラビタン錠５ｍｇ トーアエイヨー 5.60

内用薬 3131001F1190 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠５ｍｇ わかもと製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F1204 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F1212 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60 H27.3.31まで

内用薬 3131001F2154 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 フラビタン錠１０ｍｇ トーアエイヨー 準先発品 ○ 7.20

内用薬 3131001F2189 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠１０ｍｇ わかもと製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F2197 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F2200 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60 H27.3.31まで

内用薬 3131001F3096 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠「１５」タツミ 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 3131001F3231 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠１５ｍｇ わかもと製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F3240 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60 H27.3.31まで

内用薬 3131001Q1094 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ フラビタンシロップ０．３％ トーアエイヨー 準先発品 ○ 8.30

内用薬 3131001Q1108 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ ワカデニンシロップ０．３％ わかもと製薬 後発品 3.20

内用薬 3131001Q1116 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ ＦＡＤシロップ０．３％「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 3.20

内用薬 3131002C1024 リボフラビン酪酸エステ １０％１ｇ ハイボン細粒１０％ 田辺三菱製薬 準先発品 ○ 13.80
内用薬 3131002C1083 リボフラビン酪酸エステ

ル
１０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル細粒１

０％「ツルハラ」
鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 3131002C2020 リボフラビン酪酸エステ ２０％１ｇ ハイボン細粒２０％ 田辺三菱製薬 17.30
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内用薬 3131002D1143 リボフラビン酪酸エステ １０％１ｇ バイラブ顆粒１０％ コーアイセイ 後発品 6.20 H26.9.30まで
内用薬 3131002D1151 リボフラビン酪酸エステ

ル
１０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル顆粒１

０％「イセイ」
コーアイセイ 後発品 6.20

内用薬 3131002F1276 リボフラビン酪酸エステ ２０ｍｇ１錠 ハイボン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 準先発品 ○ 5.60
内用薬 3131002F1284 リボフラビン酪酸エステ

ル
２０ｍｇ１錠 ミタンＢ２錠２０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.40

内用薬 3131002F1292 リボフラビン酪酸エステ ２０ｍｇ１錠 バイラブ錠２０ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.40 H26.9.30まで
内用薬 3131002F1314 リボフラビン酪酸エステ

ル
２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍ

ｇ「ツルハラ」
鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 3131002F1322 リボフラビン酪酸エステ
ル

２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍ
ｇ「イセイ」

コーアイセイ 後発品 5.40

内用薬 3131002F2078 リボフラビン酪酸エステ ４０ｍｇ１錠 ハイボン錠４０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.00
内用薬 3131003B4049 リボフラビン １％１ｇ 局 強力ビスラーゼ末１％ トーアエイヨー 9.20
内用薬 3132001B1048 ニコチン酸 １０％１ｇ ナイクリン散１０％ トーアエイヨー 6.20
内用薬 3132001F1031 ニコチン酸 ５０ｍｇ１錠 ナイクリン錠５０ｍｇ トーアエイヨー 7.30
内用薬 3132002B1034 ニコチン酸アミド １０％１ｇ ニコチン酸アミド散１０％「ゾン ゾンネボード製薬 11.90
内用薬 3133001B1118 パンテチン ２０％１ｇ パンピオチン散（２０％） 大正薬品工業 後発品 6.20 H26.9.30まで
内用薬 3133001B1193 パンテチン ２０％１ｇ パントシン散２０％ 第一三共エスファ 準先発品 ○ 17.00
内用薬 3133001B1215 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン散２０％「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.20
内用薬 3133001C1164 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒２０％「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.20
内用薬 3133001C1180 パンテチン ２０％１ｇ パルトックス細粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 3133001C3035 パンテチン ５０％１ｇ パントシン細粒５０％ 第一三共エスファ 準先発品 ○ 33.80
内用薬 3133001C3043 パンテチン ５０％１ｇ パンテチン細粒５０％「ＫＮ」 小林化工 後発品 11.90
内用薬 3133001F1110 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パントシン錠３０ 第一三共エスファ 5.60
内用薬 3133001F1128 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パルトックス錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F2132 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パントシン錠６０ 第一三共エスファ 準先発品 ○ 7.40
内用薬 3133001F2256 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パルトックス錠６０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F3074 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠シオエ１００ シオエ製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F3090 パンテチン １００ｍｇ１錠 パントシン錠１００ 第一三共エスファ 準先発品 ○ 9.70
内用薬 3133001F3163 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 3133001F4020 パンテチン ２００ｍｇ１錠 パントシン錠２００ 第一三共エスファ 19.60
内用薬 3133002X1012 パントテン酸カルシウム １ｇ 局 パントテン酸カルシウム 9.00
内用薬 3133003B1095 パントテン酸カルシウム １０％１ｇ パントテン酸カルシウム散１０％

「マルイシ」
丸石製薬 6.20

内用薬 3133003B1109 パントテン酸カルシウム １０％１ｇ パントテン酸カルシウム散１０％
「三恵」

三恵薬品 6.20 H27.3.31まで

内用薬 3134001X1015 ピリドキシン塩酸塩 １ｇ 局 ピリドキシン塩酸塩 31.50
内用薬 3134002B2060 ピリドキシン塩酸塩 １０％１ｇ ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」 丸石製薬 22.90
内用薬 3134002B2078 ピリドキシン塩酸塩 １０％１ｇ アデロキシン散１０％ ゾンネボード製薬 46.60
内用薬 3134002F1057 ピリドキシン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ビタミンＢ６錠３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5.60
内用薬 3134003F1205 ピリドキサールリン酸エ

ステル水和物
１０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセ

イ」
コーアイセイ 後発品 5.60

内用薬 3134003F1388 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

１０ｍｇ１錠 ピドキサール錠１０ｍｇ 中外製薬 5.60

内用薬 3134003F1396 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

１０ｍｇ１錠 リボビックス錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3134003F2147 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

２０ｍｇ１錠 ピドキサール錠２０ｍｇ 中外製薬 準先発品 ○ 5.90

内用薬 3134003F2155 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

２０ｍｇ１錠 リボビックス錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3134003F3143 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠３０ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 5.60

内用薬 3134003F3267 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１錠 ※ リン酸ピリドキサール錠３０（小林
化工）

小林化工 後発品 5.60

内用薬 3134003F3330 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１錠 ピドキサール錠３０ｍｇ 中外製薬 準先発品 ○ 10.20

内用薬 3134003F3348 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１錠 リボビックス錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3134004B3022 リン酸ピリドキサールカ
ルシウム

７．８％１ｇ アデロキザール散７．８％ ゾンネボード製薬 57.70

内用薬 3135001F1017 葉酸 ５ｍｇ１錠 局 葉酸錠 9.60
内用薬 3135002B1036 葉酸 １０％１ｇ フォリアミン散１００ｍｇ／ｇ 日本製薬 59.80
内用薬 3136001F1219 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバルタミンＳ錠２５０μｇ わかもと製薬 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 3136001F1227 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバマミド錠２５０μｇ「ツルハ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3136001F2010 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバマミド０．５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 3136001M1242 コバマミド ０．２５ｍｇ１カプセ

ル
コバマミドカプセル２５０μｇ「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3136001M2010 コバマミド ０．５ｍｇ１カプセル コバマミド０．５ｍｇカプセル 後発品 5.60
内用薬 3136001M2052 コバマミド ０．５ｍｇ１カプセル ハイコバールカプセル５００μｇ エーザイ 準先発品 ○ 24.20
内用薬 3136004C1038 メコバラミン ０．１％５００ｍｇ１ メチコバール細粒０．１％ エーザイ 後発品 25.60
内用薬 3136004F1050 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 局 メチコバール錠２５０μｇ エーザイ 後発品 12.80 H27.10.1局方品

内用薬 3136004F1077 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 局 レチコラン錠２５０μｇ 東菱薬品工業 後発品 5.60 H27.10.1局方品

内用薬 3136004F1085 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60 H27.10.1局方品

内用薬 3136004F1093 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠２５０μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60
内用薬 3136004F2014 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン０．５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 3136004F2138 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メチコバール錠５００μｇ エーザイ 後発品 18.60 H27.10.1局方品

内用薬 3136004M1165 メコバラミン ０．２５ｍｇ１カプセ メコラミンカプセル２５０μｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 3136004M2013 メコバラミン ０．５ｍｇ１カプセル メコバラミン０．５ｍｇカプセル 後発品 5.60
内用薬 3140001B1066 アスコルビン酸 ５％１ｇ 局 ビタミンＣ散「フソー」－５０ｍｇ 扶桑薬品工業 7.90
内用薬 3140001B2011 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 アスコルビン酸散 7.20
内用薬 3140001B2100 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 ビタミンＣ散「フソー」－１００ｍ 扶桑薬品工業 8.00
内用薬 3140001B3018 アスコルビン酸 ２０％１ｇ 局 アスコルビン酸散 7.80
内用薬 3140001X1012 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸 7.20
内用薬 3140001X1020 アスコルビン酸 １ｇ 局 ※ アスコルビン酸（岩城） 岩城製薬 8.80
内用薬 3140001X1071 アスコルビン酸 １ｇ 局 ※ アスコルビン酸（山善） 山善製薬 8.80
内用薬 3140001X1101 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「ヨシダ」 吉田製薬 8.80
内用薬 3140001X1144 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「ケンエー」 健栄製薬 8.20
内用薬 3140001X1152 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸原末「タケダ」 武田薬品工業 8.20
内用薬 3140001X1160 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸原末「マルイシ」 丸石製薬 8.20
内用薬 3140002D1037 アスコルビン酸 ２５％１ｇ ハイシー顆粒２５％ 武田薬品工業 6.20
内用薬 3150002D1041 トコフェロール酢酸エス

テル
２０％１ｇ ユベラ顆粒２０％ サンノーバ 準先発品 ○ 11.00

内用薬 3150002D1050 トコフェロール酢酸エス
テル

２０％１ｇ ユベ－Ｅ顆粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 3150002F1220 トコフェロール酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 ベクタン錠５０ｍｇ ファイザー 後発品 5.60 H28.3.31まで

内用薬 3150002F1239 トコフェロール酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 ユベラ錠５０ｍｇ サンノーバ 5.60

内用薬 3150002F1255 トコフェロール酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 バナール錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3150002F1263 トコフェロール酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 3150002F1271 トコフェロール酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 トコフェロール酢酸エステル錠５０
ｍｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 5.60 H27.6.19収載

内用薬 3150002F2057 トコフェロール酢酸エス
テル

１００ｍｇ１錠 ユベ－Ｅ錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3150002M1076 トコフェロール酢酸エス
テル

１００ｍｇ１カプセル ベクタンカプセル１００ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.60 H28.3.31まで

内用薬 3150002M1092 トコフェロール酢酸エス
テル

１００ｍｇ１カプセル トコフェロール酢酸エステルカプセ
ル１００ｍｇ「セイコー」

生晃栄養薬品 後発品 5.60 H28.3.31まで

内用薬 3150002M1106 トコフェロール酢酸エス
テル

１００ｍｇ１カプセル トコフェロール酢酸エステルカプセ
ル１００ｍｇ「ＴＣ」

東洋カプセル 後発品 5.60 H27.5.29収載

内用薬 3150002M1114 トコフェロール酢酸エス
テル

１００ｍｇ１カプセル トコフェロール酢酸エステルカプセ
ル１００ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 5.60 H27.6.19収載

内用薬 3160001B1069 フィトナジオン １％１ｇ カチーフＮ散１０ｍｇ／ｇ 日本製薬 34.30
内用薬 3160001F1010 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 フィトナジオン５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 3160001F1311 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 カチーフＮ錠５ｍｇ 日本製薬 準先発品 ○ 17.80
内用薬 3160001F1320 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ケーワン錠５ｍｇ エーザイ 準先発品 ○ 15.40
内用薬 3160001F2083 フィトナジオン １０ｍｇ１錠 カチーフＮ錠１０ｍｇ 日本製薬 33.70
内用薬 3160001M1027 フィトナジオン １０ｍｇ１カプセル ケーワンカプセル１０ｍｇ エーザイ 27.20
内用薬 3160001M2023 フィトナジオン ２０ｍｇ１カプセル ケーワンカプセル２０ｍｇ エーザイ 44.60
内用薬 3160002M1021 メナテトレノン ５ｍｇ１カプセル ケイツーカプセル５ｍｇ エーザイ 先発品 25.30
内用薬 3160002M2028 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル グラケーカプセル１５ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 34.00
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内用薬 3160002M2044 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 19.40

内用薬 3160002M2052 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「ＫＴＢ」

寿製薬 後発品 19.40

内用薬 3160002M2060 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 19.40

内用薬 3160002M2079 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 19.40

内用薬 3160002M2087 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 19.40

内用薬 3160002M2095 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 19.40

内用薬 3160002M2109 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「科研」

大興製薬 後発品 19.40

内用薬 3160002M2117 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「日本臓器」

東海カプセル 後発品 17.20

内用薬 3160002M2125 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 19.40

内用薬 3160002M2133 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 19.40

内用薬 3160002M2141 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「ＴＣ」

東洋カプセル 後発品 17.20

内用薬 3160002M2150 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「ＴＳＵ」

鶴原製薬 後発品 17.20 H27.3.31まで

内用薬 3160002M2168 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「タナベ」

長生堂製薬 後発品 19.40 H26.9.30まで

内用薬 3160002M2176 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 19.40

内用薬 3160002Q1040 メナテトレノン ０．２％１ｍＬ ケイツーシロップ０．２％ サンノーバ 先発品 27.50
内用薬 3179100F1031 リボフラビン・ピリドキ

シン塩酸塩
１錠 ビフロキシン配合錠 ゾンネボード製薬 5.80

内用薬 3179101M1124 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ジアイナミックスカプセル 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 3179102F1030 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 アリチア配合錠 マイラン製薬 5.60

内用薬 3179105F1034 Ｂ１・Ｂ６・Ｂ１２配合 １錠 トリドセラン配合錠 シオノケミカル 11.00
内用薬 3179106F1039 オクトチアミン・Ｂ２・

Ｂ６・Ｂ１２配合剤
１錠 ノイロビタン配合錠 アステラス製薬 5.70

内用薬 3179107F1041 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタダン配合錠 メディサ新薬 後発品 9.00

内用薬 3179107F1050 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタマル配合錠 沢井製薬 後発品 9.00

内用薬 3179107M1040 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタノイリンカプセル２５ 武田薬品工業 7.20

内用薬 3179107M1059 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタノイリンカプセル５０ 武田薬品工業 準先発品 ○ 13.80

内用薬 3179108B1036 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１ｇ ビタメジン配合散 第一三共 27.10

内用薬 3179109M1066 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ダイメジンスリービー配合カプセル
２５

日医工 後発品 5.40

内用薬 3179109M1074 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジン配合カプセルＢ２５ 第一三共 準先発品 ○ 5.60

内用薬 3179109M1082 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル シグマビタン配合カプセルＢ２５ 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 3179110M1034 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジン配合カプセルＢ５０ 第一三共 9.50

内用薬 3179115D1096 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シナール配合顆粒 塩野義製薬 6.20

内用薬 3179115D1100 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シーピー配合顆粒 東和薬品 後発品 6.20

内用薬 3179115D1118 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ デラキシー配合顆粒 丸石製薬 後発品 6.20

内用薬 3179115F2034 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１錠 シナール配合錠 塩野義製薬 6.40

内用薬 3179117D1125 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ デルパント配合顆粒 陽進堂 5.90

内用薬 3179121A1028 レチノール・カルシフェ
ロール配合剤

１ｇ 調剤用パンビタン末 武田薬品工業 6.20

内用薬 3179122D1037 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ ワッサーＶ配合顆粒 東亜薬品 6.20

内用薬 3190001B1041 ビオチン ０．２％１ｇ ビオチン散０．２％「フソー」 扶桑薬品工業 10.60
内用薬 3190001B1050 ビオチン ０．２％１ｇ ビオチン散０．２％「ホエイ」 東洋製薬化成 7.60
内用薬 3190001R1031 ビオチン ０．１％１ｇ ビオチン・ドライシロップ０．１％

「ホエイ」
東洋製薬化成 後発品 6.30

内用薬 3211001X1016 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム水和物 26.20
内用薬 3211001X1059 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ケンエー」 健栄製薬 37.70
内用薬 3211001X1067 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 36.70
内用薬 3211001X1105 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 28.80
内用薬 3211001X1121 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ホエイ」 マイラン製薬 37.70
内用薬 3211001X1156 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 ※ 乳酸カルシウム（山善） 山善製薬 33.00
内用薬 3211001X1210 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ヤクハン」 ヤクハン製薬 28.80 H27.3.31まで
内用薬 3211001X1237 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 吉田製薬 37.70
内用薬 3211001X1253 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム水和物「シオエ」原 シオエ製薬 28.80
内用薬 3211001X1261 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ＮｉｋＰ」 日医工 28.80
内用薬 3211002F1040 乳酸カルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 5.60
内用薬 3212001X1021 グリセロリン酸カルシウ １ｇ グリセロリン酸カルシウム「イワ 岩城製薬 6.20 H27.3.31まで
内用薬 3213001X1010 グルコン酸カルシウム水

和物
１ｇ 局 グルコン酸カルシウム水和物 7.80

内用薬 3213001X1045 グルコン酸カルシウム水
和物

１ｇ 局 カルチコール末 日医工 9.20

内用薬 3214001F1020 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム水和物

１錠 アスパラ－ＣＡ錠２００ 田辺三菱製薬 5.60

内用薬 3214001F1047 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム水和物

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3214001F1063 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム水和物

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3215001X1015 塩化カルシウム水和物 １０ｇ 局 塩化カルシウム水和物 17.00
内用薬 3219001X1014 リン酸水素カルシウム水

和物
１０ｇ 局 リン酸水素カルシウム水和物 13.90

内用薬 3219001X1030 リン酸水素カルシウム水
和物

１０ｇ 局 リン酸水素カルシウム「エビス」 日興製薬 14.20

内用薬 3219001X1138 リン酸水素カルシウム水
和物

１０ｇ 局 「山善」第二リン灰 山善製薬 15.50

内用薬 3219100F1020 沈降炭酸カルシウム・コ
レカルシフェロール・炭
酸マグネシウム

１錠 デノタスチュアブル配合錠 日東薬品工業 先発品 20.90

内用薬 3221001X1012 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム 7.20
内用薬 3221001X1055 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 8.20
内用薬 3221001X1101 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム「ニッコー」 日興製薬 8.20
内用薬 3221001X1187 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ※ ヨウ化カリウム（山善） 山善製薬 8.20
内用薬 3221001X1195 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム「日医工」 日医工 9.30
内用薬 3221002L1074 ヨウ化カリウム ５０ｍｇ１丸 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医 日医工 5.60
内用薬 3221004B1027 ヨウ素レシチン ２００μｇ１ｇ ヨウレチン散０．０２％ 第一薬品産業 10.20
内用薬 3221004F1029 ヨウ素レシチン ５０μｇ１錠 ヨウレチン錠「５０」 第一薬品産業 6.10
内用薬 3221004F2025 ヨウ素レシチン １００μｇ１錠 ヨウレチン錠「１００」 第一薬品産業 6.70
内用薬 3222004X1030 硫酸鉄水和物 １錠 テツクール徐放錠１００ｍｇ あすか製薬 後発品 8.90
内用薬 3222007G1033 硫酸鉄水和物 １錠 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍ マイランＥＰＤ 9.20
内用薬 3222010N2022 フマル酸第一鉄 鉄１００ｍｇ１カプセ フェルムカプセル１００ｍｇ 日医工 先発品 9.40
内用薬 3222012Q1030 溶性ピロリン酸第二鉄 １ｍＬ インクレミンシロップ５％ アルフレッサ

ファーマ
後発品 6.10

内用薬 3222013D1059 クエン酸第一鉄ナトリウ １ｇ フェロミア顆粒８．３％ サンノーバ 先発品 ○ 16.60
内用薬 3222013D1067 クエン酸第一鉄ナトリウ １ｇ フォリロミン顆粒８．３％ 鶴原製薬 後発品 7.10 H27.3.31まで
内用薬 3222013D1075 クエン酸第一鉄ナトリウ

ム
１ｇ クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．

３％「ツルハラ」
鶴原製薬 後発品 7.10 H26.6.20収載
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内用薬 3222013F1025 クエン酸第一鉄ナトリウ 鉄５０ｍｇ１錠 フェロミア錠５０ｍｇ サンノーバ 先発品 ○ 9.90
内用薬 3222013F1050 クエン酸第一鉄ナトリウ 鉄５０ｍｇ１錠 フェニレン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3222013F1084 クエン酸第一鉄ナトリウ 鉄５０ｍｇ１錠 フェロチーム錠５０ 沢井製薬 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 3222013F1106 クエン酸第一鉄ナトリウ 鉄５０ｍｇ１錠 フェロステック錠５０ｍｇ テバ製薬 後発品 5.60
内用薬 3222013F1114 クエン酸第一鉄ナトリウ 鉄５０ｍｇ１錠 フォリロミン錠５０ 鶴原製薬 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 3222013F1130 クエン酸第一鉄ナトリウ 鉄５０ｍｇ１錠 フェネルミン錠５０ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 3222013F1149 クエン酸第一鉄ナトリウ

ム
鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3222013F1157 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 3222013F1165 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍ
ｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 3229001X1010 塩化カリウム １０ｇ 局 塩化カリウム 8.60
内用薬 3229001X1053 塩化カリウム １０ｇ 局 塩化カリウム「フソー」 扶桑薬品工業 9.70
内用薬 3229002G1066 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 スローケー錠６００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 7.30

内用薬 3229002G1074 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 ケーサプライ錠６００ｍｇ 佐藤薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3229002S1026 塩化カリウム １０％１０ｍＬ Ｋ．Ｃ．Ｌ．エリキシル（１０Ｗ／

Ｖ％）
丸石製薬 21.30

内用薬 3229003S1039 酢酸カリウム １０ｍＬ 酢酸カリウム液「司生堂」 司生堂製薬 後発品 11.00
内用薬 3229005B1038 Ｌ－アスパラギン酸カリ

ウム
５０％１ｇ アスパラカリウム散５０％ 田辺三菱製薬 6.70

内用薬 3229005F1080 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

３００ｍｇ１錠 アスパラカリウム錠３００ｍｇ 田辺三菱製薬 5.80

内用薬 3229005F1099 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

３００ｍｇ１錠 アスケート錠３００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.80

内用薬 3229007C1032 グルコン酸カリウム カリウム４ｍＥｑ１ｇ グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ ポーラファルマ 先発品 9.00
内用薬 3229007F1047 グルコン酸カリウム カリウム２．５ｍＥｑ

１錠
グルコンサンＫ錠２．５ｍＥｑ ポーラファルマ 先発品 5.90

内用薬 3229007F2035 グルコン酸カリウム カリウム５ｍＥｑ１錠 グルコンサンＫ錠５ｍＥｑ ポーラファルマ 先発品 10.30
内用薬 3229100D2030 ナトリウム・カリウム・

マグネシウム配合剤
４ｇ１包 ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 エイワイファーマ 34.40

内用薬 3229101D2035 ナトリウム・カリウム・
マグネシウム配合剤

４ｇ１包 ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 エイワイファーマ 34.40

内用薬 3229102F1107 アスパラギン酸カリウ
ム・マグネシウム

（１５０ｍｇ）１錠 アスパラ配合錠 田辺三菱製薬 6.10

内用薬 3229103D1020 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

１００ｍｇ１包（リン
として）

ホスリボン配合顆粒 ゼリア新薬工業 先発品 70.70

内用薬 3231001X1019 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖 7.40
内用薬 3231001X1060 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 9.40
内用薬 3231001X1094 ブドウ糖 １０ｇ 局 ※ ブドウ糖（扶桑） 扶桑薬品工業 9.40
内用薬 3231001X1167 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「ニッコー」 日興製薬 13.40
内用薬 3231001X1175 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「ヨシダ」 吉田製薬 12.30
内用薬 3231001X1205 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「日医工」 日医工 13.40
内用薬 3232001X1016 果糖 １ｇ 局 果糖 9.20
内用薬 3253001D1036 総合アミノ酸製剤 ２．５ｇ１包 アミユー配合顆粒 味の素製薬 先発品 50.90
内用薬 3253002D1030 総合アミノ酸製剤 １ｇ ＥＳポリタミン配合顆粒 味の素製薬 20.40
内用薬 3253003D1094 イソロイシン・ロイシ

ン・バリン
４．７４ｇ１包 局 アミノマイラン配合顆粒 マイラン製薬 後発品 95.60

内用薬 3253003D1108 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 局 アミノバクト配合顆粒 日医工 後発品 95.60

内用薬 3253003D1116 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 局 コベニール配合顆粒 陽進堂 後発品 95.60

内用薬 3253003D1124 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 局 リックル配合顆粒 沢井製薬 後発品 95.60

内用薬 3253003D1132 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 局 リバレバン配合顆粒 メディサ新薬 後発品 95.60

内用薬 3253003D1140 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 局 レオバクトン配合顆粒分包 長生堂製薬 後発品 95.60

内用薬 3253003D2031 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．１５ｇ１包 局 リーバクト配合顆粒 味の素製薬 先発品 220.40

内用薬 3253003D3038 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．５ｇ１包 局 ヘパアクト配合顆粒 東亜薬品 後発品 139.00

内用薬 3253003D4034 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７３ｇ１包 局 ブラニュート配合顆粒 日本製薬 後発品 115.80

内用薬 3253003Q1029 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

２０ｇ１個 リーバクト配合経口ゼリー 味の素製薬 先発品 243.00

内用薬 3259103B1036 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタール配合内用剤 味の素製薬 先発品 54.60
内用薬 3259107A1039 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 味の素製薬 先発品 71.20
内用薬 3259108B1039 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ アミノレバンＥＮ配合散 大塚製薬 先発品 99.00
内用薬 3259109S1025 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ エンシュア・リキッド 明治 先発品 6.10
内用薬 3259111A1035 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ ヘパンＥＤ配合内用剤 味の素製薬 先発品 92.50
内用薬 3259114S1026 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ エンシュア・Ｈ 明治 先発品 10.80
内用薬 3259117S1020 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ（混合調製後

の内用液として）
ツインラインＮＦ配合経腸用液 イーエヌ大塚製薬 先発品 8.90

内用薬 3259118S1024 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ラコールＮＦ配合経腸用液 イーエヌ大塚製薬 先発品 8.40
内用薬 3259118T1020 経腸成分栄養剤 １０ｇ ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 イーエヌ大塚製薬 先発品 8.40 H26.5.30収載
内用薬 3259119S1029 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ エネーボ配合経腸用液 アボットジャパン 先発品 7.10 H26.5.30収載
内用薬 3272001X1054 マルツエキス １ｇ ※ マルツエキス（高田） 高田製薬 6.20
内用薬 3272001X1062 マルツエキス １ｇ ※ マルツエキス分包（高田） 高田製薬 6.20
内用薬 3279103X2032 フェニルアラニン除去ミ

ルク
１ｇ フェニルアラニン除去ミルク配合散

「雪印」
雪印メグミルク 先発品 10.10

内用薬 3279104X2037 ロイシン・イソロイシ
ン・バリン除去ミルク

１ｇ ロイシン・イソロイシン・バリン除
去ミルク配合散「雪印」

雪印メグミルク 先発品 10.00

内用薬 3291001X1017 ブドウ酒 １０ｍＬ 局 ブドウ酒 21.00
内用薬 3321002B1015 カルバゾクロムスルホン

酸ナトリウム水和物
１０％１ｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ

ム１０％散
後発品 9.90

内用薬 3321002B1139 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

１０％１ｇ アドナ散１０％ 田辺三菱製薬 準先発品 ○ 44.90

内用薬 3321002C1010 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

１０％１ｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ
ム１０％細粒

後発品 9.90

内用薬 3321002F1092 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

１０ｍｇ１錠 アドナ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 準先発品 ○ 6.10

内用薬 3321002F1114 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

１０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ
ム錠１０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.00

内用薬 3321002F2153 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルタゾン錠３０ 鶴原製薬 後発品 5.60 H28.3.31まで

内用薬 3321002F2269 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 タジン錠３０ あすか製薬 後発品 10.20

内用薬 3321002F2358 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 ラノビ錠３０ コーアイセイ 後発品 5.60

内用薬 3321002F2366 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 アドナ錠３０ｍｇ 田辺三菱製薬 準先発品 ○ 11.40

内用薬 3321002F2390 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 オダノン錠３０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3321002F2404 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ
ム錠３０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3321002F2412 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３
０ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3321002F2420 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３
０ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 3321002F2439 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３
０ｍｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60 H27.6.19収載

内用薬 3321003F2042 アドレノクロムモノアミ
ノグアニジンメシル酸塩
水和物

３０ｍｇ１錠 Ｓ・アドクノン錠３０ アルフレッサ
ファーマ

準先発品 ○ 11.00

内用薬 3321003F2093 アドレノクロムモノアミ
ノグアニジンメシル酸塩
水和物

３０ｍｇ１錠 Ｓ－アドカル錠３０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 3322001X1015 ゼラチン １０ｇ 局 ゼラチン 17.10
内用薬 3322002X1010 精製ゼラチン １０ｇ 局 精製ゼラチン 17.10
内用薬 3323001C1053 トロンビン １０，０００単位１ｇ

１包
経口用トロンビン細粒１万単位「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 561.30
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内用薬 3323001C1061 トロンビン １０，０００単位１ｇ
１包

経口用トロンビン細粒１万単位 持田製薬 準先発品 ○ 1,349.00

内用薬 3323001C2041 トロンビン ２０，０００単位２ｇ
１包

経口用トロンビン細粒２万単位「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 803.10

内用薬 3323001C3056 トロンビン ５，０００単位０．５
ｇ１包

経口用トロンビン細粒０．５万単位
「サワイ」

沢井製薬 後発品 439.50

内用薬 3323001C3064 トロンビン ５，０００単位０．５
ｇ１包

経口用トロンビン細粒５千単位 持田製薬 準先発品 ○ 959.70

内用薬 3327002B1027 トラネキサム酸 ５０％１ｇ トランサミン散５０％ 第一三共 18.20
内用薬 3327002C1103 トラネキサム酸 ５０％１ｇ プレタスミン細粒５０％ 辰巳化学 後発品 7.60
内用薬 3327002C1111 トラネキサム酸 ５０％１ｇ バナリントップ細粒５０％ 鶴原製薬 後発品 7.60 H27.9.30まで
内用薬 3327002C1120 トラネキサム酸 ５０％１ｇ トラネキサム酸細粒５０％「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 7.60 H26.12.12収載

内用薬 3327002F1142 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トランサミン錠２５０ｍｇ 第一三共 準先発品 ○ 10.40
内用薬 3327002F1169 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 3327002F1177 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 ケイサミン錠２５０ｍｇ 三恵薬品 後発品 9.90 H26.9.30まで
内用薬 3327002F1185 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「三 三恵薬品 後発品 9.90
内用薬 3327002F2041 トラネキサム酸 ５００ｍｇ１錠 局 トランサミン錠５００ｍｇ 第一三共 準先発品 ○ 19.20
内用薬 3327002F2050 トラネキサム酸 ５００ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠５００ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 9.30
内用薬 3327002M1273 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 ヘキサトロンカプセル２５０ｍｇ 日本新薬 後発品 9.90
内用薬 3327002M1281 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 9.90

内用薬 3327002M1290 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 リカバリンカプセル２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 9.90
内用薬 3327002M1303 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トランサミンカプセル２５０ｍｇ 第一三共 準先発品 ○ 10.40
内用薬 3327002Q1054 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トラネキサム酸シロップ５％「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 3.40 H28.3.31まで

内用薬 3327002Q1062 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トランサミンシロップ５％ ニプロパッチ 準先発品 ○ 4.30
内用薬 3327002Q1070 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トラネキサム酸シロップ５％「テ テバ製薬 後発品 3.40 H27.12.11収載
内用薬 3329100H1031 カルバゾクロム・アスコ

ルビン酸配合剤
１錠 オフタルムＫ配合錠 アルフレッサ

ファーマ
16.20

内用薬 3332001C1028 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワルファリンＫ細粒０．２％「Ｎ 日新製薬（山形） 後発品 8.90
内用薬 3332001C1036 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワルファリンＫ細粒０．２％「Ｙ 陽進堂 後発品 8.90
内用薬 3332001D1023 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワーファリン顆粒０．２％ エーザイ 9.30
内用薬 3332001F1016 ワルファリンカリウム １ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.60
内用薬 3332001F2012 ワルファリンカリウム ５ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.90
内用薬 3332001F3019 ワルファリンカリウム ０．５ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.60
内用薬 3332001F4015 ワルファリンカリウム ２ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.60
内用薬 3339001M1024 ダビガトランエテキシ

ラートメタンスルホン酸
７５ｍｇ１カプセル プラザキサカプセル７５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
先発品 136.40

内用薬 3339001M2020 ダビガトランエテキシ
ラートメタンスルホン酸

１１０ｍｇ１カプセル プラザキサカプセル１１０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

先発品 239.30

内用薬 3339002F1020 エドキサバントシル酸塩
水和物

１５ｍｇ１錠 リクシアナ錠１５ｍｇ 第一三共 先発品 408.80

内用薬 3339002F2026 エドキサバントシル酸塩
水和物

３０ｍｇ１錠 リクシアナ錠３０ｍｇ 第一三共 先発品 748.10

内用薬 3339002F3022 エドキサバントシル酸塩
水和物

６０ｍｇ１錠 リクシアナ錠６０ｍｇ 第一三共 先発品 758.10 H26.11.25収載

内用薬 3339003C1028 リバーロキサバン １０ｍｇ１包 イグザレルト細粒分包１０ｍｇ バイエル薬品 先発品 413.00 H27.11.28収載
内用薬 3339003C2024 リバーロキサバン １５ｍｇ１包 イグザレルト細粒分包１５ｍｇ バイエル薬品 先発品 588.40 H27.11.28収載
内用薬 3339003F1024 リバーロキサバン １０ｍｇ１錠 イグザレルト錠１０ｍｇ バイエル薬品 先発品 383.00
内用薬 3339003F2020 リバーロキサバン １５ｍｇ１錠 イグザレルト錠１５ｍｇ バイエル薬品 先発品 545.60
内用薬 3339004F1029 アピキサバン ２．５ｍｇ１錠 エリキュース錠２．５ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
先発品 149.00

内用薬 3339004F2025 アピキサバン ５ｍｇ１錠 エリキュース錠５ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

先発品 272.80

内用薬 3399001C1027 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ パナルジン細粒１０％ サノフィ 先発品 ○ 62.50
内用薬 3399001C1051 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ ニチステート細粒１０％ 日医工 後発品 20.50 H28.3.31まで
内用薬 3399001C1078 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ チクロピジン塩酸塩細粒１０％「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 20.50

内用薬 3399001C1086 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ チクロピジン塩酸塩細粒１０％「日
医工」

日医工 後発品 20.50 H27.6.19収載

内用薬 3399001F1015 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩１００ｍｇ錠 後発品 6.40
内用薬 3399001F1384 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 パナルジン錠１００ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 55.10
内用薬 3399002B1026 シロスタゾール ２０％１ｇ プレタール散２０％ 大塚製薬 先発品 349.20
内用薬 3399002F1010 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール５０ｍｇ錠（１） 後発品 20.60
内用薬 3399002F1222 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 コートリズム錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 57.40
内用薬 3399002F1257 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレトモール錠５０ 旭化成ファーマ 後発品 28.40
内用薬 3399002F1290 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 57.40

内用薬 3399002F1303 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「タカ 高田製薬 後発品 57.40
内用薬 3399002F2016 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール１００ｍｇ錠（１） 後発品 39.50
内用薬 3399002F2075 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 コートリズム錠１００ｍｇ 寿製薬 後発品 102.70
内用薬 3399002F2083 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロシナミン錠１００ｍｇ サンド 後発品 53.50
内用薬 3399002F2156 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレトモール錠１００ 旭化成ファーマ 後発品 53.50
内用薬 3399002F2245 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「マイ

ラン」
マイラン製薬 後発品 53.50

内用薬 3399002F2300 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 102.70

内用薬 3399002F2318 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 102.70

内用薬 3399002F3012 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール５０ｍｇ錠（２） 後発品 20.60
内用薬 3399002F3020 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 90.40
内用薬 3399002F3047 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「タ

カタ」
高田製薬 後発品 57.40

内用薬 3399002F3055 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 57.40 H26.6.20収載

内用薬 3399002F3063 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 57.40 H26.6.20収載

内用薬 3399002F4019 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール１００ｍｇ錠（２） 後発品 39.50
内用薬 3399002F4027 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 161.90
内用薬 3399002F4043 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ

「タカタ」
高田製薬 後発品 102.70

内用薬 3399002F4051 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 102.70 H26.6.20収載

内用薬 3399002F4060 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ
「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 102.70 H26.6.20収載

内用薬 3399002F4078 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 53.50 H26.6.20収載

内用薬 3399002Q1029 シロスタゾール ５０ｍｇ１包 シロスレット内服ゼリー５０ｍｇ 日医工 後発品 65.30
内用薬 3399002Q2025 シロスタゾール １００ｍｇ１包 シロスレット内服ゼリー１００ｍｇ 日医工 後発品 79.70
内用薬 3399003F1049 リマプロスト アルファ

デクス
５μｇ１錠 ゼフロプト錠５μｇ シオノケミカル 後発品 37.20 H27.3.31まで

内用薬 3399003F1057 リマプロスト アルファ
デクス

５μｇ１錠 オプチラン錠５μｇ テバ製薬 後発品 37.20 H27.3.31まで

内用薬 3399003F1073 リマプロスト アルファ
デクス

５μｇ１錠 オパルモン錠５μｇ 小野薬品工業 先発品 ○ 69.30

内用薬 3399003F1081 リマプロスト アルファ
デクス

５μｇ１錠 プロレナール錠５μｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 61.70

内用薬 3399003F1090 リマプロスト アルファ
デクス

５μｇ１錠 リマルモン錠５μｇ メディサ新薬 後発品 29.30 H27.9.30まで

内用薬 3399003F1103 リマプロスト アルファ
デクス

５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μ
ｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 29.30

内用薬 3399003F1111 リマプロスト アルファ
デクス

５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 29.30

内用薬 3399003F1120 リマプロスト アルファ
デクス

５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μ
ｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 37.20 H26.6.20収載

内用薬 3399003F1138 リマプロスト アルファ
デクス

５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μ
ｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 37.20 H26.6.20収載

内用薬 3399003F1146 リマプロスト アルファ
デクス

５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μ
ｇ「サワイ」

メディサ新薬 後発品 29.30 H26.12.12収載

内用薬 3399003F2029 リマプロスト アルファ
デクス

１０μｇ１錠 オプチラン錠１０μｇ テバ製薬 後発品 82.80 H27.3.31まで

内用薬 3399003F2037 リマプロスト アルファ
デクス

１０μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠１０
μｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 82.80 H26.6.20収載
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内用薬 3399004M1026 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパデールカプセル３００ 持田製薬 先発品 ○ 42.20
内用薬 3399004M1034 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル アテロパンカプセル３００ あすか製薬 後発品 25.50
内用薬 3399004M1123 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパフィールカプセル３００ 扶桑薬品工業 後発品 25.50 H27.3.31まで
内用薬 3399004M1131 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパラカプセル３００ 日本臓器製薬 後発品 25.50
内用薬 3399004M1140 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパロースカプセル３００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 17.20
内用薬 3399004M1166 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エメラドールカプセル３００ 京都薬品工業 後発品 25.50 H28.3.31まで
内用薬 3399004M1182 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル クレスエパカプセル３００ 長生堂製薬 後発品 17.20 H27.3.31まで
内用薬 3399004M1204 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル シスレコンカプセル３００ 東和薬品 後発品 17.20
内用薬 3399004M1212 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ナサチームカプセル３００ 東菱薬品工業 後発品 25.50
内用薬 3399004M1271 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル メタパスカプセル３００ 原沢製薬工業 後発品 17.20 H27.3.31まで
内用薬 3399004M1280 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル メルブラールカプセル３００ 大正薬品工業 後発品 17.20
内用薬 3399004M1298 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ヤトリップカプセル３００ 陽進堂 後発品 17.20 H26.9.30まで
内用薬 3399004M1328 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパキャップソフトカプセル３００

ｍｇ
東洋カプセル 後発品 17.20

内用薬 3399004M1336 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３０
０ｍｇ「サワイ」

メディサ新薬 後発品 17.20

内用薬 3399004M1344 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３０
０ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 17.20

内用薬 3399004M1352 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３０
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 17.20

内用薬 3399004M1360 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３０
０ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 17.20

内用薬 3399004M1379 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３０
０ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 17.20 H26.6.20収載

内用薬 3399004M1387 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３０
０ｍｇ「Ｈｐ」

原沢製薬工業 後発品 17.20 H26.6.20収載

内用薬 3399004M1395 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３０
０ｍｇ「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 25.50 H26.6.20収載

内用薬 3399004M2022 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 エパデールＳ３００ 持田製薬 先発品 ○ 43.80
内用薬 3399004M2030 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル

３００ｍｇ「ＴＣ」
東洋カプセル 後発品 17.80

内用薬 3399004M2049 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル
３００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 17.80

内用薬 3399004M2057 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル
３００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 17.80

内用薬 3399004M2065 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル
３００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 17.80

内用薬 3399004M2073 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 エパロース粒状カプセル３００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 17.80
内用薬 3399004M2081 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 メルブラール粒状カプセル３００ｍ 大正薬品工業 後発品 17.80
内用薬 3399004M2090 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 エパラ粒状カプセル３００ｍｇ 日本臓器製薬 後発品 25.00
内用薬 3399004M2103 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル

３００ｍｇ「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 17.80 H27.12.11収載

内用薬 3399004M3029 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 エパデールＳ６００ 持田製薬 先発品 ○ 81.60
内用薬 3399004M3037 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 ソルミラン顆粒状カプセル６００ｍ 森下仁丹 後発品 64.00
内用薬 3399004M3045 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル

６００ｍｇ「ＴＣ」
東洋カプセル 後発品 33.00

内用薬 3399004M3053 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル
６００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 33.00

内用薬 3399004M3061 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル
６００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 33.00

内用薬 3399004M3070 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル
６００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 33.00

内用薬 3399004M3088 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 エパロース粒状カプセル６００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 33.00
内用薬 3399004M3096 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 メルブラール粒状カプセル６００ｍ 大正薬品工業 後発品 33.00
内用薬 3399004M3100 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 エパラ粒状カプセル６００ｍｇ 日本臓器製薬 後発品 64.00
内用薬 3399004M3118 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル

６００ｍｇ「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 33.00 H27.12.11収載

内用薬 3399004M4025 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 エパデールＳ９００ 持田製薬 先発品 ○ 118.70
内用薬 3399004M4033 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 ソルミラン顆粒状カプセル９００ｍ 森下仁丹 後発品 89.40
内用薬 3399004M4041 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル

９００ｍｇ「ＴＣ」
東洋カプセル 後発品 48.40

内用薬 3399004M4050 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル
９００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 48.40

内用薬 3399004M4068 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル
９００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 48.40

内用薬 3399004M4076 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル
９００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 48.40

内用薬 3399004M4084 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 エパロース粒状カプセル９００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 48.40
内用薬 3399004M4092 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 メルブラール粒状カプセル９００ｍ 大正薬品工業 後発品 48.40
内用薬 3399004M4106 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 エパラ粒状カプセル９００ｍｇ 日本臓器製薬 後発品 89.40
内用薬 3399004M4114 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル

９００ｍｇ「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 48.40 H27.12.11収載

内用薬 3399005F1021 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ドルナー錠２０μｇ 東レ 先発品 ○ 61.80
内用薬 3399005F1030 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 プロサイリン錠２０ 科研製薬 先発品 ○ 61.80
内用薬 3399005F1048 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベルナール錠２０μｇ 旭化成ファーマ 後発品 24.40 H28.3.31まで
内用薬 3399005F1064 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 プロスタリン錠２０μｇ 共和薬品工業 後発品 24.40 H28.3.31まで
内用薬 3399005F1099 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベストルナー錠２０ シオノケミカル 後発品 35.10 H26.9.30まで
内用薬 3399005F1102 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラストリン錠２０μｇ 大正薬品工業 後発品 24.40
内用薬 3399005F1110 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ドルナリン錠２０μｇ テバ製薬 後発品 24.40 H26.9.30まで
内用薬 3399005F1145 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 プロルナー錠２０μｇ 日医工 後発品 24.40
内用薬 3399005F1188 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ

「タナベ」
長生堂製薬 後発品 35.10 H27.3.31まで

内用薬 3399005F1196 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 24.40

内用薬 3399005F1200 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 24.40

内用薬 3399005F1218 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 24.40
内用薬 3399005F1226 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「オー

ハラ」
大原薬品工業 後発品 24.40

内用薬 3399005F1234 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 24.40

内用薬 3399005F1242 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 24.40

内用薬 3399005F1250 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＡＦ
Ｐ」

シオノケミカル 後発品 35.10

内用薬 3399005F1269 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「テ テバ製薬 後発品 24.40
内用薬 3399005F1277 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ

「ＪＧ」
長生堂製薬 後発品 35.10 H26.6.20収載

内用薬 3399005F1285 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 24.40 H27.6.19収載

内用薬 3399005F2028 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 局 ドルナリン錠４０μｇ テバ製薬 後発品 51.60 H26.9.30まで
内用薬 3399005F2044 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 局 プロルナー錠４０μｇ 日医工 後発品 51.60
内用薬 3399005F2060 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 51.60
内用薬 3399005F2079 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 51.60

内用薬 3399005F2087 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「テ テバ製薬 後発品 51.60
内用薬 3399006C1020 サルポグレラート塩酸塩 １０％１ｇ 局 アンプラーグ細粒１０％ 田辺三菱製薬 先発品 137.90
内用薬 3399006F1026 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 アンプラーグ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 74.20
内用薬 3399006F1034 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ

「ＢＭＤ」
ビオメディクス 後発品 31.20 H28.3.31まで

内用薬 3399006F1042 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＤＫ」

大興製薬 後発品 31.20

内用薬 3399006F1050 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 45.60

内用薬 3399006F1069 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 45.60

内用薬 3399006F1077 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＫＲＭ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 45.60 H27.9.30まで

内用薬 3399006F1085 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 45.60

内用薬 3399006F1093 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 45.60

内用薬 3399006F1107 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＮＳ」

日新製薬（山形） 後発品 45.60
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内用薬 3399006F1115 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 45.60

内用薬 3399006F1123 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＴＳＵ」

鶴原製薬 後発品 31.20

内用薬 3399006F1131 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 45.60

内用薬 3399006F1140 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 45.60

内用薬 3399006F1158 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 31.20

内用薬 3399006F1166 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 45.60

内用薬 3399006F1174 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 45.60

内用薬 3399006F1182 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 45.60

内用薬 3399006F1190 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 45.60

内用薬 3399006F1204 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「三和」

シオノケミカル 後発品 45.60

内用薬 3399006F1212 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「タイヨー」

テバ製薬 後発品 45.60 H28.3.31まで

内用薬 3399006F1220 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 45.60

内用薬 3399006F1239 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 45.60

内用薬 3399006F1247 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 45.60 H27.3.31まで

内用薬 3399006F1255 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＫＴＢ」

寿製薬 後発品 45.60

内用薬 3399006F1263 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 45.60

内用薬 3399006F1271 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 45.60

内用薬 3399006F1280 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 45.60 H26.12.12収載

内用薬 3399006F1298 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 45.60 H27.6.19収載

内用薬 3399006F2022 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アンプラーグ錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 126.00
内用薬 3399006F2030 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ

ｇ「ＢＭＤ」
ビオメディクス 後発品 77.80 H28.3.31まで

内用薬 3399006F2049 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 77.80

内用薬 3399006F2057 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 77.80

内用薬 3399006F2065 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 77.80

内用薬 3399006F2073 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ＫＲＭ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 77.80 H27.9.30まで

内用薬 3399006F2081 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 77.80

内用薬 3399006F2090 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 77.80

内用薬 3399006F2103 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ＮＳ」

日新製薬（山形） 後発品 77.80

内用薬 3399006F2111 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 77.80

内用薬 3399006F2120 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ＴＳＵ」

鶴原製薬 後発品 77.80

内用薬 3399006F2138 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 77.80

内用薬 3399006F2146 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 77.80

内用薬 3399006F2154 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 60.40

内用薬 3399006F2162 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 77.80

内用薬 3399006F2170 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 77.80

内用薬 3399006F2189 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 77.80

内用薬 3399006F2197 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「サンド」

サンド 後発品 60.40

内用薬 3399006F2200 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「三和」

シオノケミカル 後発品 77.80

内用薬 3399006F2219 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「タイヨー」

テバ製薬 後発品 77.80 H28.3.31まで

内用薬 3399006F2227 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 77.80

内用薬 3399006F2235 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 77.80

内用薬 3399006F2243 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 60.40 H27.3.31まで

内用薬 3399006F2251 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ＫＴＢ」

寿製薬 後発品 77.80

内用薬 3399006F2260 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 77.80

内用薬 3399006F2278 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 77.80

内用薬 3399006F2286 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 77.80 H26.12.12収載

内用薬 3399006F2294 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 77.80 H27.6.19収載

内用薬 3399007H1021 アスピリン １００ｍｇ１錠 バイアスピリン錠１００ｍｇ バイエル薬品 後発品 5.60
内用薬 3399007H1030 アスピリン １００ｍｇ１錠 ゼンアスピリン錠１００ 全星薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3399007H1048 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン錠１００「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.60

内用薬 3399007H1072 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 5.60 H27.9.30まで

内用薬 3399007H1080 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3399007H1099 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3399007H1102 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3399007H1110 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 5.60
内用薬 3399007H1129 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ファ

イザー」
マイラン製薬 後発品 5.60 H26.12.12収載

内用薬 3399008F1025 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 プラビックス錠２５ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 112.50 H27.10.1局方品

内用薬 3399008F1033 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖ
ｉｓ製薬

後発品 48.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F1041 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1050 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エー

ザイ
後発品 48.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F1068 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 48.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F1076 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1084 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1092 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1106 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＯ 興和 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1114 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮ

ＩＫ」
日医工サノフィ 後発品 48.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F1122 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1130 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＴＣ 辰巳化学 後発品 48.30 H27.6.19収載
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内用薬 3399008F1149 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1157 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1165 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1173 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1181 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 48.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F1190 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 48.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F1203 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1211 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「サン サンド 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1220 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「三和」 日本薬品工業 後発品 48.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F1238 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「タナ 田辺三菱製薬 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1246 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 48.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F1254 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1262 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1270 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1289 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ニッ

トー」
日東メディック 後発品 48.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F1297 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ニプ ニプロ 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1300 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 48.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F1319 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「明治」 高田製薬 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F1327 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「モチ 持田製薬 後発品 48.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2021 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 プラビックス錠７５ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 282.70 H27.10.1局方品

内用薬 3399008F2030 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖ
ｉｓ製薬

後発品 121.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F2048 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2056 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エー

ザイ
後発品 121.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F2064 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 121.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F2072 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2080 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2099 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2102 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＯ 興和 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2110 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮ

ＩＫ」
日医工サノフィ 後発品 121.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F2129 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2137 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＴＣ 辰巳化学 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2145 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2153 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2161 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2170 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2188 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 121.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F2196 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 121.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F2200 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2218 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「サン サンド 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2226 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「三和」 日本薬品工業 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2234 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「タナ 田辺三菱製薬 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2242 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 121.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F2250 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2269 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2277 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2285 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ニッ

トー」
日東メディック 後発品 121.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F2293 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ニプ ニプロ 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2307 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 121.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F2315 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「明治」 高田製薬 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F2323 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「モチ 持田製薬 後発品 121.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F3028 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エー

ザイ
後発品 86.30 H27.6.19収載

内用薬 3399008F3036 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 86.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F3044 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 86.30 H27.6.19収載

H27.10.1局方
内用薬 3399008F3052 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 86.30 H27.6.19収載
内用薬 3399008F3060 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 86.30 H27.6.19収載

H27.10.1局方
内用薬 3399008F3079 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「明治」 高田製薬 後発品 86.30 H27.6.19収載
内用薬 3399009F1020 プラスグレル塩酸塩 ３．７５ｍｇ１錠 エフィエント錠３．７５ｍｇ 第一三共 先発品 282.70 H26.5.23収載
内用薬 3399009F2026 プラスグレル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 エフィエント錠５ｍｇ 第一三共 先発品 359.80 H26.5.23収載
内用薬 3399009F3022 プラスグレル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エフィエント錠２．５ｍｇ 第一三共 先発品 201.20 H27.11.28収載
内用薬 3399010F1022 ルストロンボパグ ３ｍｇ１錠 ムルプレタ錠３ｍｇ 塩野義製薬 先発品 16,107.60 H27.11.26収載
内用薬 3399100F1086 アスピリン・ダイアルミ

ネート
８１ｍｇ１錠 アスファネート配合錠Ａ８１ 中北薬品 後発品 5.60

内用薬 3399100F1094 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 ニトギス配合錠Ａ８１ シオノケミカル 後発品 5.60

内用薬 3399100F1108 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 バッサミン配合錠Ａ８１ テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3399100F1116 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 バファリン配合錠Ａ８１ ライオン 後発品 5.60

内用薬 3399100F1124 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 ファモター配合錠Ａ８１ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3399101F1021 クロピドグレル硫酸塩・
アスピリン

１錠 コンプラビン配合錠 サノフィ 先発品 282.70

内用薬 3399102F1026 アスピリン・ランソプラ
ゾール

１錠 タケルダ配合錠 武田薬品工業 先発品 89.30 H26.5.30収載

内用薬 3919001F2307 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 プロトポルト錠２０ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60

内用薬 3919002B1036 ジクロロ酢酸ジイソプロ
ピルアミン

１０％１ｇ リバオール散１０％ 第一三共 23.40

内用薬 3919002F1038 ジクロロ酢酸ジイソプロ
ピルアミン

２０ｍｇ１錠 リバオール錠２０ｍｇ 第一三共 5.80

内用薬 3919003F2020 チオプロニン １００ｍｇ１錠 チオラ錠１００ マイラン製薬 10.20
内用薬 3919005F1031 マロチラート ２００ｍｇ１錠 カンテック錠２００ｍｇ 第一三共 先発品 104.30
内用薬 3919006B1034 タウリン ９８％１ｇ タウリン散９８％「大正」 大正製薬 9.50
内用薬 3919007M1021 プロパゲルマニウム １０ｍｇ１カプセル セロシオンカプセル１０ 三和化学研究所 先発品 178.10
内用薬 3919100F1150 グリチルリチン・ＤＬ－

メチオニン配合剤
１錠 グリチロン配合錠 ミノファーゲン製

薬
5.60

内用薬 3919100F1169 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ニチファーゲン配合錠 日新製薬（山形） 5.00

内用薬 3919100F1177 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ネオファーゲンＣ配合錠 大鵬薬品工業 5.60

内用薬 3919101F1031 肝臓加水分解物配合剤 １錠 プロヘパール配合錠 科研製薬 7.40
内用薬 3919300F1181 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 ゴスペール・レバー腸溶錠１００ｍ ニプロ 後発品 5.60 H26.9.30まで
内用薬 3919300F1190 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 レナルチン腸溶錠１００ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.60
内用薬 3919300F1203 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 肝臓加水分解物腸溶錠１００ｍｇ

「ＮＰ」
ニプロ 後発品 5.60 H28.3.31まで

内用薬 3921001F1031 エデト酸カルシウム二ナ
トリウム水和物

５００ｍｇ１錠 ブライアン錠５００ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 102.80

内用薬 3922001B2041 グルタチオン ２０％１ｇ タチオン散２０％ 長生堂製薬 31.10
内用薬 3922001F1098 グルタチオン ５０ｍｇ１錠 タチオン錠５０ｍｇ 長生堂製薬 10.30
内用薬 3922001F2248 グルタチオン １００ｍｇ１錠 タチオン錠１００ｍｇ 長生堂製薬 準先発品 ○ 16.10
内用薬 3922001F2329 グルタチオン １００ｍｇ１錠 グルタチオン錠１００ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 7.60 H27.3.31まで

内用薬 3922001F2337 グルタチオン １００ｍｇ１錠 ランデールチオン錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 7.60
内用薬 3929001M1039 ペニシラミン ５０ｍｇ１カプセル メタルカプターゼカプセル５０ｍｇ 大正製薬 先発品 37.50
内用薬 3929001M2035 ペニシラミン １００ｍｇ１カプセル メタルカプターゼカプセル１００ｍ 大正製薬 先発品 63.40
内用薬 3929001M3031 ペニシラミン ２００ｍｇ１カプセル メタルカプターゼカプセル２００ｍ 大正製薬 先発品 116.20
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内用薬 3929003C1059 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒「マイラン」 マイラン製薬 後発品 70.30
内用薬 3929003C1067 球形吸着炭 １ｇ クレメジン細粒分包２ｇ クレハ 先発品 ○ 102.80
内用薬 3929003C1075 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 日医工 後発品 70.30
内用薬 3929003M1046 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセル 球形吸着炭カプセル２００ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 13.80

内用薬 3929003M1054 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセル クレメジンカプセル２００ｍｇ クレハ 先発品 ○ 20.90
内用薬 3929003M2034 球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセル 球形吸着炭カプセル２８６ｍｇ「日

医工」
日医工 後発品 21.30

内用薬 3929004F1025 ホリナートカルシウム ５ｍｇ１錠 ロイコボリン錠５ｍｇ ファイザー 先発品 863.80
内用薬 3929004F2021 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ユーゼル錠２５ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 2,264.90
内用薬 3929004F2030 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ロイコボリン錠２５ｍｇ ファイザー 先発品 2,229.80
内用薬 3929005M1029 塩酸トリエンチン ２５０ｍｇ１カプセル メタライト２５０カプセル ツムラ 先発品 289.70
内用薬 3929006S1030 アセチルシステイン １７．６％１ｍＬ アセチルシステイン内用液１７．

６％「ショーワ」
昭和薬品化工 先発品 99.40 H28.3.31まで

内用薬 3929006S1049 アセチルシステイン １７．６％１ｍＬ アセチルシステイン内用液１７．
６％「あゆみ」

あゆみ製薬 先発品 99.40 H27.12.11収載

内用薬 3929007F1029 酢酸亜鉛水和物 ２５ｍｇ１錠 ノベルジン錠２５ｍｇ ノーベルファーマ 先発品 269.50 H26.11.28収載
内用薬 3929007F2025 酢酸亜鉛水和物 ５０ｍｇ１錠 ノベルジン錠５０ｍｇ ノーベルファーマ 先発品 422.30 H26.11.28収載
内用薬 3929007M1028 酢酸亜鉛水和物 ２５ｍｇ１カプセル ノベルジンカプセル２５ｍｇ ノーベルファーマ 先発品 269.50
内用薬 3929007M2024 酢酸亜鉛水和物 ５０ｍｇ１カプセル ノベルジンカプセル５０ｍｇ ノーベルファーマ 先発品 422.30
内用薬 3929008X1029 デフェラシロクス １２５ｍｇ１錠 エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 1,194.80

内用薬 3929008X2025 デフェラシロクス ５００ｍｇ１錠 エクジェイド懸濁用錠５００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 4,756.40

内用薬 3929009M1027 システアミン酒石酸塩 ５０ｍｇ１カプセル ニシスタゴンカプセル５０ｍｇ マイラン製薬 先発品 215.90 H26.9.2収載
内用薬 3929009M2023 システアミン酒石酸塩 １５０ｍｇ１カプセル ニシスタゴンカプセル１５０ｍｇ マイラン製薬 先発品 571.10 H26.9.2収載
内用薬 3932001S1041 シアナミド １％１ｍＬ シアナマイド内用液１％「タナベ」 田辺三菱製薬 8.00
内用薬 3939001B1034 ジスルフィラム １ｇ 局 ノックビン原末 田辺三菱製薬 46.60
内用薬 3941001F1077 コルヒチン ０．５ｍｇ１錠 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 8.20
内用薬 3942001F1015 プロベネシド ２５０ｍｇ１錠 局 プロベネシド錠 9.60
内用薬 3943001C1032 アロプリノール ２０％１ｇ リボール細粒２０％ メディサ新薬 後発品 23.70
内用薬 3943001F1012 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール１００ｍｇ錠 後発品 7.70
内用薬 3943001F1314 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ザイロリック錠１００ グラクソ・スミス

クライン
先発品 ○ 24.60

内用薬 3943001F1365 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロシトール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 18.60
内用薬 3943001F1420 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 サロベール錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 18.60
内用薬 3943001F1470 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ノイファン錠１００ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 7.70
内用薬 3943001F1527 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アノプロリン錠１００ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
後発品 7.70

内用薬 3943001F1535 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 リボール錠１００ｍｇ メディサ新薬 後発品 7.70
内用薬 3943001F2019 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール５０ｍｇ錠 後発品 3.50
内用薬 3943001F2027 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ザイロリック錠５０ グラクソ・スミス

クライン
先発品 ○ 13.60

内用薬 3943001F2035 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アイデイト錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.00 H27.9.30まで
内用薬 3943001F2043 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アノプロリン錠５０ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
後発品 9.90

内用薬 3943001F2051 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アリスメット錠５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.00
内用薬 3943001F2060 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロシトール錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 9.90
内用薬 3943001F2086 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 6.00
内用薬 3943001F2094 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.00

内用薬 3943001F2108 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 9.90

内用薬 3943001F2132 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ケトブン錠５０ｍｇ コーアイセイ 後発品 6.00
内用薬 3943001F2159 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ノイファン錠５０ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 9.90
内用薬 3943001F2183 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ユーリック錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 6.00 H27.9.30まで
内用薬 3943001F2191 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 リボール錠５０ｍｇ メディサ新薬 後発品 9.90
内用薬 3943001F2205 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 サロベール錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 9.90
内用薬 3943001F2213 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 プロデック錠５０ｍｇ テバ製薬 後発品 6.00 H26.9.30まで
内用薬 3943001F2221 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「タカ 高田製薬 後発品 6.00
内用薬 3943001F2248 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 6.00
内用薬 3943001F2256 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 6.00
内用薬 3943001F2272 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 6.00
内用薬 3943001F2280 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 6.00 H26.12.12収載

内用薬 3943001F2299 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 6.00 H26.12.12収載
内用薬 3949002C1030 ベンズブロマロン １０％１ｇ ムイロジン細粒１０％ 寿製薬 後発品 42.70
内用薬 3949002F1029 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ナーカリシン錠２５ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 9.20
内用薬 3949002F1053 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ユリノーム錠２５ｍｇ 鳥居薬品 先発品 ○ 15.10
内用薬 3949002F1061 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 トレビアノーム錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.80 H27.3.31まで
内用薬 3949002F1070 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ガウトマロン錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.80 H27.3.31まで
内用薬 3949002F1088 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 キランガ錠２５ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.80 H27.9.30まで
内用薬 3949002F1096 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 5.80

内用薬 3949002F1100 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズマロン錠２５ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.80 H27.9.30まで

内用薬 3949002F1126 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「テ テバ製薬 後発品 5.80
内用薬 3949002F1134 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 5.80 H26.6.20収載

内用薬 3949002F1142 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.80 H26.6.20収載

内用薬 3949002F1150 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 5.80 H26.12.12収載

内用薬 3949002F1169 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.80 H26.12.12収載

内用薬 3949002F2017 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン５０ｍｇ錠 後発品 7.10
内用薬 3949002F2114 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ユリノーム錠５０ｍｇ 鳥居薬品 先発品 ○ 27.80
内用薬 3949002F2149 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ナーカリシン錠５０ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 14.40
内用薬 3949003F1023 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 フェブリク錠１０ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 32.00
内用薬 3949003F2020 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 フェブリク錠２０ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 58.00
内用薬 3949003F3026 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 フェブリク錠４０ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 109.60
内用薬 3949004F1028 トピロキソスタット ２０ｍｇ１錠 ウリアデック錠２０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 21.20
内用薬 3949004F1036 トピロキソスタット ２０ｍｇ１錠 トピロリック錠２０ｍｇ 富士薬品 先発品 20.80
内用薬 3949004F2024 トピロキソスタット ４０ｍｇ１錠 ウリアデック錠４０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 40.00
内用薬 3949004F2032 トピロキソスタット ４０ｍｇ１錠 トピロリック錠４０ｍｇ 富士薬品 先発品 39.30
内用薬 3949004F3020 トピロキソスタット ６０ｍｇ１錠 ウリアデック錠６０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 58.00
内用薬 3949004F3039 トピロキソスタット ６０ｍｇ１錠 トピロリック錠６０ｍｇ 富士薬品 先発品 56.70
内用薬 3949101A1122 クエン酸カリウム・クエ

ン酸ナトリウム水和物
１ｇ トロノーム配合散 大原薬品工業 後発品 9.10

内用薬 3949101A1130 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ウタゲン配合散 全星薬品工業 後発品 9.10

内用薬 3949101A1149 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ウラリット－Ｕ配合散 日本ケミファ 先発品 ○ 21.20

内用薬 3949101A1157 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ウリンメット配合散 沢井製薬 後発品 9.10

内用薬 3949101A1165 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ウロアシス配合散 日医工 後発品 9.10

内用薬 3949101A1173 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ピナロック配合散 ナガセ医薬品 後発品 11.40

内用薬 3949101A1181 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ポトレンド配合散 東和薬品 後発品 9.10

内用薬 3949101F1073 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 ウラリット配合錠 日本ケミファ 先発品 ○ 10.90

内用薬 3949101F1081 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 ウリンメット配合錠 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3949101F1090 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 トロノーム配合錠 大原薬品工業 後発品 6.10

内用薬 3949101F1103 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 ピナロック配合錠 ナガセ医薬品 後発品 6.10

内用薬 3949101F1111 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 ポトレンド配合錠 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3959001C1083 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ アクディーム細粒１０％ あすか製薬 後発品 38.50
内用薬 3959001C2039 リゾチーム塩酸塩 ２０％１ｇ ノイチーム細粒２０％ サンノーバ 80.00
内用薬 3959001C3027 リゾチーム塩酸塩 ４５％１ｇ アクディーム細粒４５％ あすか製薬 後発品 110.20
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内用薬 3959001D2018 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ リゾチーム塩酸塩１０％顆粒 後発品 6.20
内用薬 3959001D2301 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ ノイチーム顆粒１０％ サンノーバ 準先発品 ○ 46.40
内用薬 3959001D2328 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ レフトーゼ顆粒１０％ 日本新薬 準先発品 ○ 59.70
内用薬 3959001F1047 リゾチーム塩酸塩 １０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠「イワキ」１０ｍ 岩城製薬 後発品 5.00 H27.3.31まで
内用薬 3959001F1152 リゾチーム塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ノイチーム錠１０ｍｇ サンノーバ 8.40
内用薬 3959001F1233 リゾチーム塩酸塩 １０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠１０ｍｇ 日本新薬 10.20
内用薬 3959001F2019 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 リゾチーム塩酸塩３０ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 3959001F2272 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ノイチーム錠３０ｍｇ サンノーバ 準先発品 ○ 18.40
内用薬 3959001F2370 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠（３０ｍｇ） 日本新薬 準先発品 ○ 24.00
内用薬 3959001F2388 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 アクディーム錠３０ｍｇ あすか製薬 後発品 14.80
内用薬 3959001F3023 リゾチーム塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠（５０ｍｇ） 日本新薬 35.20
内用薬 3959001F5018 リゾチーム塩酸塩 ９０ｍｇ１錠 リゾチーム塩酸塩９０ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 3959001F5212 リゾチーム塩酸塩 ９０ｍｇ１錠 ノイチーム錠９０ｍｇ サンノーバ 準先発品 ○ 32.60
内用薬 3959001M1038 リゾチーム塩酸塩 ９０ｍｇ１カプセル アクディームカプセル９０ｍｇ あすか製薬 後発品 28.20
内用薬 3959001Q1021 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ アクディームシロップ０．５％ あすか製薬 後発品 6.20
内用薬 3959001Q1129 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ノイチームシロップ０．５％ サンノーバ 後発品 6.20
内用薬 3959001Q1137 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ レフトーゼシロップ０．５％ シオエ製薬 準先発品 ○ 6.60
内用薬 3959001Q1153 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ エリチームシロップ０．５％ コーアイセイ 後発品 2.30 H28.3.31まで
内用薬 3959001Q2028 リゾチーム塩酸塩 １％１ｍＬ アクディームシロップ１％ あすか製薬 後発品 8.50
内用薬 3959004F1059 プロナーゼ １８，０００単位１錠 エンピナース・Ｐ錠１８０００ 科研製薬 先発品 18.40
内用薬 3959004M1058 プロナーゼ ９，０００単位１カプ

セル
エンピナース・Ｐカプセル９０００ 科研製薬 先発品 10.80

内用薬 3961001F1029 アセトヘキサミド ２５０ｍｇ１錠 ジメリン錠２５０ｍｇ 塩野義製薬 19.30
内用薬 3961001F2033 アセトヘキサミド ５００ｍｇ１錠 ジメリン錠５００ｍｇ 塩野義製薬 35.30
内用薬 3961002F1031 グリクロピラミド ２５０ｍｇ１錠 デアメリンＳ錠２５０ｍｇ 杏林製薬 28.40
内用薬 3961003F1028 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 オイグルコン錠１．２５ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 7.70
内用薬 3961003F1044 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 パミルコン錠１．２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3961003F1052 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ

「ＥＭＥＣ」
サンノーバ 後発品 5.60

内用薬 3961003F1060 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ダムゼール錠１．２５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 3961003F1087 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ダオニール錠１．２５ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 7.70
内用薬 3961003F1109 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ

「タナベ」
長生堂製薬 後発品 5.60 H27.3.31まで

内用薬 3961003F1117 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961003F1133 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 マーグレイド錠１．２５ｍｇ シオノケミカル 後発品 5.60
内用薬 3961003F1141 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ

「タイヨー」
テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F1150 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3961003F1168 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F1176 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 3961003F1184 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ
「三和」

三和化学研究所 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 3961003F2024 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 オイグルコン錠２．５ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 13.30
内用薬 3961003F2040 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 パミルコン錠２．５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3961003F2105 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 マーグレイド錠２．５ｍｇ シオノケミカル 後発品 5.60
内用薬 3961003F2130 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ダムゼール錠２．５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 3961003F2156 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ダオニール錠２．５ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 13.30
内用薬 3961003F2172 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961003F2180 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「タ
ナベ」

長生堂製薬 後発品 5.60 H27.3.31まで

内用薬 3961003F2199 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「Ｅ
ＭＥＣ」

サンノーバ 後発品 5.60

内用薬 3961003F2202 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「タ
イヨー」

テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F2210 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3961003F2229 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F2237 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 3961003F2245 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 5.60 H26.6.20収載

内用薬 3961004F2010 クロルプロパミド ２５０ｍｇ１錠 局 クロルプロパミド錠 9.60
内用薬 3961006F1013 トルブタミド ２５０ｍｇ１錠 局 トルブタミド錠 8.50
内用薬 3961006F2010 トルブタミド ５００ｍｇ１錠 局 トルブタミド錠 9.60
内用薬 3961006F2109 トルブタミド ５００ｍｇ１錠 局 ヘキストラスチノン錠０．５ｇ サノフィ 13.60 H27.3.31まで
内用薬 3961006X1019 トルブタミド １ｇ 局 トルブタミド 13.80
内用薬 3961007F1018 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド４０ｍｇ錠 後発品 6.10
内用薬 3961007F1115 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリミクロン錠４０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 25.80
内用薬 3961007F1190 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリミラン錠４０ｍｇ 小林化工 後発品 8.00 H26.9.30まで
内用薬 3961007F1220 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.00
内用薬 3961007F2022 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 14.70
内用薬 3961007F2049 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60
内用薬 3961007F2057 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 ルイメニア錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60 H27.9.30まで
内用薬 3961007F2065 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリミラン錠２０ｍｇ 小林化工 後発品 7.80 H26.9.30まで
内用薬 3961007F2090 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 7.80
内用薬 3961007F2103 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3961007F2111 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 7.80
内用薬 3961007F2120 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60 H26.12.12収載
内用薬 3961008F1020 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 アマリール１ｍｇ錠 サノフィ 先発品 ○ 18.60
内用薬 3961008F1039 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 10.50
内用薬 3961008F1047 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 10.50
内用薬 3961008F1055 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 9.90
内用薬 3961008F1063 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エー

ザイ
後発品 10.50

内用薬 3961008F1071 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 10.50
内用薬 3961008F1080 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 9.90
内用薬 3961008F1098 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 9.90 H27.3.31まで
内用薬 3961008F1101 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.90
内用薬 3961008F1110 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 10.50
内用薬 3961008F1128 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.50
内用薬 3961008F1136 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 9.90
内用薬 3961008F1144 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.90
内用薬 3961008F1152 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 9.90
内用薬 3961008F1160 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 10.50
内用薬 3961008F1179 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 10.50
内用薬 3961008F1187 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 10.50

内用薬 3961008F1195 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 10.50
内用薬 3961008F1217 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 10.50
内用薬 3961008F1225 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 10.50
内用薬 3961008F1233 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 10.50
内用薬 3961008F1241 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 10.50
内用薬 3961008F1250 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 10.50
内用薬 3961008F1268 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90
内用薬 3961008F1276 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 10.50
内用薬 3961008F1284 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 9.90 H27.3.31まで
内用薬 3961008F1292 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 10.50
内用薬 3961008F1306 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「タイヨー」 テバ製薬 後発品 9.90
内用薬 3961008F1314 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルム

ファーマ
後発品 9.90

内用薬 3961008F1322 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 9.90
内用薬 3961008F1330 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ファイ ファイザー 後発品 10.50
内用薬 3961008F1349 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 9.90
内用薬 3961008F2019 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド３ｍｇ錠 後発品 12.50
内用薬 3961008F2027 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 アマリール３ｍｇ錠 サノフィ 先発品 ○ 43.40
内用薬 3961008F2035 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 25.30
内用薬 3961008F2043 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 20.70
内用薬 3961008F2051 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 20.70
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内用薬 3961008F2060 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エー
ザイ

後発品 25.30

内用薬 3961008F2078 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 25.30
内用薬 3961008F2086 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 20.70
内用薬 3961008F2108 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 20.70
内用薬 3961008F2116 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 25.30
内用薬 3961008F2124 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 25.30
内用薬 3961008F2132 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 20.70
内用薬 3961008F2140 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 20.70
内用薬 3961008F2159 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 20.70
内用薬 3961008F2167 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 25.30
内用薬 3961008F2175 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 25.30
内用薬 3961008F2183 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 25.30

内用薬 3961008F2191 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 25.30
内用薬 3961008F2213 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.30
内用薬 3961008F2221 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 20.70
内用薬 3961008F2230 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 25.30
内用薬 3961008F2248 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 25.30
内用薬 3961008F2256 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.30
内用薬 3961008F2264 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.70
内用薬 3961008F2272 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 25.30
内用薬 3961008F2280 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 20.70 H27.3.31まで
内用薬 3961008F2299 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 25.30
内用薬 3961008F2302 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「タイヨー」 テバ製薬 後発品 20.70
内用薬 3961008F2310 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルム

ファーマ
後発品 20.70

内用薬 3961008F2329 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 20.70
内用薬 3961008F2337 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ファイ ファイザー 後発品 25.30
内用薬 3961008F2345 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 20.70
内用薬 3961008F3023 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 アマリール０．５ｍｇ錠 サノフィ 先発品 ○ 10.90
内用薬 3961008F3031 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60
内用薬 3961008F3040 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 9.60
内用薬 3961008F3058 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 9.60
内用薬 3961008F3066 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サン サンド 後発品 9.60
内用薬 3961008F3074 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日医 日医工 後発品 9.60
内用薬 3961008F3082 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 9.60
内用薬 3961008F3090 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド エー
ザイ

後発品 9.60

内用薬 3961008F3104 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 9.60
内用薬 3961008F3112 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＹ 大正薬品工業 後発品 9.60
内用薬 3961008F3120 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 9.60
内用薬 3961008F3139 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「イセ コーアイセイ 後発品 9.60
内用薬 3961008F3147 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.60

内用薬 3961008F3155 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 9.60 H27.3.31まで

内用薬 3961008F3163 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＢＭ ビオメディクス 後発品 9.60
内用薬 3961008F3171 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＦＦ

Ｐ」
富士フイルム
ファーマ

後発品 9.60

内用薬 3961008F3180 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 9.60
内用薬 3961008F3198 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＣ 辰巳化学 後発品 9.60
内用薬 3961008F3201 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.60
内用薬 3961008F3210 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 9.60

内用薬 3961008F3228 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 9.60
内用薬 3961008F3236 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 9.60

内用薬 3961008F3244 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 9.60
内用薬 3961008F3252 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タカ 高田製薬 後発品 9.60
内用薬 3961008F3260 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タナ 田辺三菱製薬 後発品 9.60
内用薬 3961008F3279 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 9.60
内用薬 3961008F3287 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 9.60
内用薬 3961008F3295 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 後発品 9.60

内用薬 3961008F3309 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「モチ トーアエイヨー 後発品 9.60
内用薬 3961008F4020 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＡＦ 大興製薬 後発品 10.50
内用薬 3961008F4038 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド エー
ザイ

後発品 10.50

内用薬 3961008F4046 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 9.90
内用薬 3961008F4054 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 後発品 10.50

内用薬 3961008F4070 グリメピリド １ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠１ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 18.60
内用薬 3961008F4089 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 9.90
内用薬 3961008F4097 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医 日医工 後発品 9.90
内用薬 3961008F4100 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 10.50 H26.6.20収載
内用薬 3961008F5026 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＡＦ 大興製薬 後発品 20.70
内用薬 3961008F5034 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド エー
ザイ

後発品 25.30

内用薬 3961008F5042 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 20.70
内用薬 3961008F5050 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 後発品 25.30

内用薬 3961008F5077 グリメピリド ３ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠３ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 43.40
内用薬 3961008F5085 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 20.70
内用薬 3961008F5093 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医 日医工 後発品 20.70
内用薬 3961008F5107 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 25.30 H26.6.20収載
内用薬 3961008F6022 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠０．５ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 10.90
内用薬 3961008F6030 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「Ｅ

ＭＥＣ」
エルメッド エー
ザイ

後発品 9.60

内用薬 3961008F6049 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 9.60

内用薬 3961008F6057 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

大興製薬 後発品 9.60

内用薬 3961008F6065 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ケ
ミファ」

シオノケミカル 後発品 9.60

内用薬 3961008F6073 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 3961008F6081 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 9.60

内用薬 3961008F6090 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 9.60 H26.6.20収載

内用薬 3962001F1093 ブホルミン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ジベトス錠５０ｍｇ 日医工 後発品 9.60
内用薬 3962001F1107 ブホルミン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ジベトンＳ腸溶錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 9.60
内用薬 3962002F1047 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メデット錠２５０ｍｇ トーアエイヨー 後発品 9.60
内用薬 3962002F1055 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 ネルビス錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 9.60
内用薬 3962002F1063 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトリオン錠２５０ シオノケミカル 後発品 9.60 H27.3.31まで
内用薬 3962002F1071 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 グリコラン錠２５０ｍｇ 日本新薬 9.60
内用薬 3962002F1080 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 9.60

内用薬 3962002F1101 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 9.60

内用薬 3962002F1110 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 9.60 H26.6.20収載

内用薬 3962002F2027 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトグルコ錠２５０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 10.20
内用薬 3962002F2035 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭ

Ｔ「ＤＳＥＰ」
第一三共エスファ 後発品 9.90 H27.6.19収載

内用薬 3962002F2043 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭ
Ｔ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 9.90 H27.6.19収載

内用薬 3962002F2051 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭ
Ｔ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 9.90 H27.6.19収載

内用薬 3962002F2060 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭ
Ｔ「ＴＥ」

トーアエイヨー 後発品 9.90 H27.6.19収載

内用薬 3962002F2078 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭ
Ｔ「三和」

三和化学研究所 後発品 9.90 H27.6.19収載
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