
区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2251001G3036 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニコン錠１００ 日医工 11.2
内用薬 2251001G3044 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠１００ｍｇ 大塚製薬 16.4
内用薬 2251001M1029 テオフィリン １００ｍｇ１カプセル スロービッド１００ サンド 12.5 後発品
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 12.5 後発品
内用薬 2251001M2025 テオフィリン ２００ｍｇ１カプセル スロービッド２００ サンド 18.9 後発品
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 18.9 後発品
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 12.7
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 116.7
内用薬 2251001R1034 テオフィリン ２０％１ｇ アーデフィリンＤＳ２０％ 沢井製薬 65.4 後発品
内用薬 2251001R1042 テオフィリン ２０％１ｇ テオフルマートドライシロップ２０％ 東和薬品 69 後発品
内用薬 2251001R1050 テオフィリン ２０％１ｇ ユニコンＣＲドライシロップ２０％ 日医工 56.6 後発品
内用薬 2251001R1069 テオフィリン ２０％１ｇ テルバンスＤＳ２０％ メディサ新薬 79.9 後発品
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２０％ 大洋薬品工業 47.3 後発品
内用薬 2251001R1085 テオフィリン ２０％１ｇ スロービッドドライシロップ２０％ サンド 65.4 後発品
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 高田製薬 47.3 後発品
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

51.8 後発品

内用薬 2251001S1028 テオフィリン １０ｍｇ２．５ｍＬ１
筒

アプネカット経口１０ｍｇ 興和 1212.7

内用薬 2252002F1021 硫酸オルシプレナリン １０ｍｇ１錠 アロテック錠 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

7.2

内用薬 2252003C1054 硫酸テルブタリン １％１ｇ コンボン細粒１％ 辰巳化学 12.1 後発品
内用薬 2252003F1069 硫酸テルブタリン ２ｍｇ１錠 ブリカニール錠 アストラゼネカ 7.4
内用薬 2252003F1077 硫酸テルブタリン ２ｍｇ１錠 コンボン錠２ｍｇ 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 2252003Q1027 硫酸テルブタリン ０．０５％１ｍＬ ブリカニールシロップ アストラゼネカ 7.5
内用薬 2252006F1020 臭化水素酸フェノテロー

ル
２．５ｍｇ１錠 ベロテック錠 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

22.2

内用薬 2252006F1038 臭化水素酸フェノテロー ２．５ｍｇ１錠 ポルボノール錠 ローマン工業 9.3 後発品
内用薬 2252006F1046 臭化水素酸フェノテロー ２．５ｍｇ１錠 エミテックス錠 長生堂製薬 6.1 後発品
内用薬 2252006F1054 臭化水素酸フェノテロー ２．５ｍｇ１錠 シオベテック錠 シオノケミカル 6.4 後発品
内用薬 2252006F1062 臭化水素酸フェノテロー ２．５ｍｇ１錠 シオベテック錠２．５ｍｇ シオノケミカル 6.4 後発品
内用薬 2252006Q1020 臭化水素酸フェノテロー

ル
０．０５％１ｍＬ ベロテックシロップ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

10.1

内用薬 2252006Q1039 臭化水素酸フェノテロー ０．０５％１ｍＬ エミテックスシロップ 長生堂製薬 5.5 後発品
内用薬 2252006Q1047 臭化水素酸フェノテロー

ル
０．０５％１ｍＬ モンブルトシロップ 日新製薬（山

形）
6.4 後発品

内用薬 2252006R1026 臭化水素酸フェノテロー ０．２５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．２５％ 高田製薬 36.7 後発品
内用薬 2252006R2022 臭化水素酸フェノテロー ０．５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．５％ 高田製薬 61.4 後発品
内用薬 2252006R2030 臭化水素酸フェノテロー ０．５％１ｇ ウガコールドライシロップ０．５％ 大原薬品工業 43.9 後発品
内用薬 2254001F1056 硫酸サルブタモール ２ｍｇ１錠 チボリン錠２ 共和薬品工業 5.9 後発品
内用薬 2254001F1072 硫酸サルブタモール ２ｍｇ１錠 ベネトリン錠２ グラクソ・スミ

スクライン
7.8

内用薬 2254001F1080 硫酸サルブタモール ２ｍｇ１錠 アスタージス錠２ｍｇ 日医工 5.9 後発品
内用薬 2254001Q1057 硫酸サルブタモール ０．０４％１ｍＬ ベネトリンシロップ グラクソ・スミ

スクライン
5.5

内用薬 2254001Q1065 硫酸サルブタモール ０．０４％１ｍＬ ベナリールシロップ０．０４％ 沢井製薬 2.4 後発品
内用薬 2254001R1036 硫酸サルブタモール ０．２％１ｇ レナピリンＤＳ０．２％ 高田製薬 6 後発品
内用薬 2254001R2024 硫酸サルブタモール ０．２４％１ｇ チボリンドライシロップ 共和薬品工業 6.8 後発品
内用薬 2259001F1036 塩酸メトキシフェナミン １００ｍｇ１錠 フェナミン錠「トーワ」 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2259002F1022 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 ベラチン錠 田辺三菱製薬 19.9
内用薬 2259002F1057 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 ツロブリン錠 大原薬品工業 6.4 後発品
内用薬 2259002F1065 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 ホクナリン錠１ｍｇ アボットジャパ

ン
19.9

内用薬 2259002F1073 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 セキナリン錠１ｍｇ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2259002R1029 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ベラチンドライシロップ 田辺三菱製薬 36.8
内用薬 2259002R1045 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ツロブリンドライシロップ 大原薬品工業 10.4 後発品
内用薬 2259002R1061 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ホクナリンドライシロップ０．１％小児用 アボットジャパ

ン
36.8

内用薬 2259002R1070 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ツロブニストＤＳ０．１％ 高田製薬 10.4 後発品
内用薬 2259002R1088 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ セキナリンＤＳ小児用０．１％ 東和薬品 10.4 後発品
内用薬 2259003B1041 塩酸トリメトキノール １％１ｇ イノリン散１％ 田辺三菱製薬 36.5
内用薬 2259003F1078 塩酸トリメトキノール ３ｍｇ１錠 トスメリアン錠 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2259003F1124 塩酸トリメトキノール ３ｍｇ１錠 イノリン錠３ｍｇ 田辺三菱製薬 15.9
内用薬 2259003F1132 塩酸トリメトキノール ３ｍｇ１錠 カルヨン錠３ｍｇ 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 2259003Q1052 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ タイソキノールシロップ 大洋薬品工業 3.9 後発品
内用薬 2259003Q1087 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ トスメリアンシロップ 東和薬品 3.9 後発品
内用薬 2259003Q1095 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ イノリンシロップ０．１％ 田辺三菱製薬 9.9
内用薬 2259003Q1109 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ カルヨンシロップ０．１％ 辰巳化学 3.9 後発品
内用薬 2259003Q1117 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ ベベロンシロップ０．１％ 沢井製薬 3.9 後発品
内用薬 2259003Q1125 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ トスメリアンシロップ小児用０．１％ 東和薬品 3.9 後発品
内用薬 2259004D1039 塩酸プロカテロール ０．０１％１ｇ スタビント顆粒 キョーリンリメ

ディオ
17.8 後発品

内用薬 2259004D1047 塩酸プロカテロール ０．０１％１ｇ メプチン顆粒０．０１％ 大塚製薬 61.5
内用薬 2259004F1030 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 プロカプチン錠２５ 大正薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2259004F1056 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 ブリージン錠２５μｇ 共和薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2259004F1064 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 カプテレノール錠０．０２５ マルコ製薬 6.1 後発品
内用薬 2259004F1080 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 マーヨン錠「２５μｇ」 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 2259004F1099 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 スタビント錠２５ キョーリンリメ

ディオ
6.1 後発品

内用薬 2259004F1102 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 エプカロール錠２５ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2259004F1110 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 メプチンミニ錠２５μｇ 大塚製薬 21.2
内用薬 2259004F1129 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 エプカロール錠２５μｇ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2259004F2010 塩酸プロカテロール ０．０５ｍｇ１錠 塩酸プロカテロール０．０５ｍｇ錠 6.5 後発品
内用薬 2259004F2079 塩酸プロカテロール ０．０５ｍｇ１錠 ブリージン錠５０μｇ 共和薬品工業 7.1 後発品
内用薬 2259004F2095 塩酸プロカテロール ０．０５ｍｇ１錠 スタビント錠５０ キョーリンリメ

ディオ
7.1 後発品

内用薬 2259004F2168 塩酸プロカテロール ０．０５ｍｇ１錠 メプチン錠５０μｇ 大塚製薬 34.2
内用薬 2259004Q1030 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ メチレフトシロップ 沢井製薬 3.8 後発品
内用薬 2259004Q1057 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ カプテレノールシロップ マルコ製薬 3.8 後発品
内用薬 2259004Q1065 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ レンブリスシロップ 日新製薬（山

形）
3.8 後発品

内用薬 2259004Q1073 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ エプカロールシロップ 東和薬品 3.8 後発品
内用薬 2259004Q1081 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ カテプチンシロップ 大洋薬品工業 3.8 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2259004Q1090 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ プロカプチンシロップ 大正薬品工業 3.8 後発品
内用薬 2259004Q1111 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 大塚製薬 9.5
内用薬 2259004Q1120 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ エプカロールシロップ５μｇ／ｍＬ 東和薬品 3.8 後発品
内用薬 2259004Q1138 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ メチレフトシロップ５μｇ／ｍＬ 沢井製薬 3.8 後発品
内用薬 2259004R1028 塩酸プロカテロール ０．０１％１ｇ エステルチンドライシロップ０．０１％ 高田製薬 67.2 後発品
内用薬 2259004R2024 塩酸プロカテロール ０．００５％１ｇ メプチンドライシロップ０．００５％ 大塚製薬 88.5
内用薬 2259005F1026 フマル酸ホルモテロール ４０μｇ１錠 アトック錠４０μｇ アステラス製薬 21.4
内用薬 2259005R1030 フマル酸ホルモテロール ０．００４％１ｇ アトックドライシロップ４０μｇ アステラス製薬 34.8
内用薬 2259006D1020 塩酸クレンブテロール ０．００２％１ｇ スピロペント顆粒 帝人ファーマ 37.3
内用薬 2259006F1020 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 スピロペント錠 帝人ファーマ 18.6
内用薬 2259006F1039 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 トニール錠 原沢製薬工業 6.5 後発品
内用薬 2259006F1055 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 アルバプロール錠 大洋薬品工業 6.5 後発品
内用薬 2259007F1025 塩酸マブテロール ２５μｇ１錠 ブロンコリン錠２５ 科研製薬 22.4
内用薬 2259007F2030 塩酸マブテロール ５０μｇ１錠 ブロンコリン錠５０ 科研製薬 38.9
内用薬 2259100P1027 塩酸イソプロテレノー

ル・プロナーゼ
１カプセル イソパール・Ｐ 科研製薬 15.1 後発品

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 8
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 8.7
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 8.3
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 8.7
内用薬 2314002F1026 塩化ベルベリン ５０ｍｇ１錠 ※　塩化ベルベリン錠（ジェイドルフ） ジェイドルフ製

薬
6.1 後発品

内用薬 2314002F2022 塩化ベルベリン １００ｍｇ１錠 キョウベリン錠１００ 大峰堂薬品工業 10 後発品
内用薬 2315002X1010 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス 9.4
内用薬 2315002X1037 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「エビス」 エビス製薬 10
内用薬 2315002X1045 次硝酸ビスマス １ｇ 局　次硝酸ビスマス．ＯＹ オリエンタル薬

品工業
10

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 10.3
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 10.3
内用薬 2315002X1096 次硝酸ビスマス １ｇ 局 「純生」硝ビス 純生薬品工業 10.3
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 10.3
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
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 10.3
内用薬 2315002X1215 次硝酸ビスマス １ｇ 局※ 次硝酸ビスマス（日興製薬） 日興製薬 10
内用薬 2315002X1240 次硝酸ビスマス １ｇ 局 硝ビス「ヨシダ」 吉田製薬 10.3
内用薬 2315002X1258 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ビスミット「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 10
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 10.3
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 13.3 後発品
内用薬 2316001C1020 耐性乳酸菌 １ｇ アンチビオフィルス細粒 興和 6.3 後発品
内用薬 2316002B1029 耐性乳酸菌 １ｇ エンテロノン－Ｒ 味の素 6.3
内用薬 2316002B1037 耐性乳酸菌 １ｇ エントモール散 アステラス製薬 6.3 後発品
内用薬 2316003B1023 ビフィズス菌 １ｇ ビオスミン ビオフェルミン

製薬
6.3

内用薬 2316003B1031 ビフィズス菌 １ｇ レベニンＳ わかもと製薬 6.3 後発品
内用薬 2316003B1040 ビフィズス菌 １ｇ レベニンＳ散 わかもと製薬 6.3 後発品
内用薬 2316004B1028 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ ビオフェルミン

製薬
6.3 後発品

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

6.4 後発品

内用薬 2316005B1022 カゼイ菌 １ｇ ビオラクチス散 ヤクルト本社 6.3 後発品
内用薬 2316007A1026 ビフィズス菌 １ｇ ビフィダー 科研製薬 6.3
内用薬 2316007A1034 ビフィズス菌 １ｇ ビフィダー散２％ 科研製薬 6.3
内用薬 2316009C1026 酪酸菌 １ｇ ミヤＢＭ細粒 ミヤリサン製薬 6.7
内用薬 2316009F1022 酪酸菌 １錠 ミヤＢＭ錠 ミヤリサン製薬 6.1
内用薬 2316010A1028 ビフィズス菌 １ｇ ミルフリーズ－５ 日本凍結乾燥研

究所
6.3

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

6.3 後発品

内用薬 2316012A1027 ラクトミン １ｇ 強力アタバニン「イナバタ」ラクトミン末 日東薬品工業 6.3
内用薬 2316012A1043 ラクトミン １ｇ ビオヂアスミンＦ－２ 日東薬品工業 6.3 後発品
内用薬 2316012A1051 ラクトミン １ｇ ビオフェルミン ビオフェルミン

製薬
6.3

内用薬 2316012A1060 ラクトミン １ｇ ビオラクト 三恵薬品 6.3
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 6.3
内用薬 2316012A1086 ラクトミン １ｇ マルイシラクトミン 丸石製薬 6.3
内用薬 2316012A1094 ラクトミン １ｇ ビフラミン末 大洋薬品工業 6.3 後発品
内用薬 2316012A1108 ラクトミン １ｇ ラクトミン「イセイ」 イセイ 6.3 後発品
内用薬 2316013B1035 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラクボン散２％ 第一三共 6.3
内用薬 2316014B1030 ビフィズス菌 １％１ｇ ラックビー微粒Ｎ 興和 6.3
内用薬 2316014C1027 ビフィズス菌 １ｇ ラックビー微粒 興和 6.3
内用薬 2316015B1026 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラックメロン「イセイ」 イセイ 6.3 後発品
内用薬 2316016B1020 耐性乳酸菌 １ｇ レベニン わかもと製薬 6.3 後発品
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 6.1 後発品
内用薬 2316017B1033 酪酸菌 １ｇ ビオスリー散 東亜薬品工業 6.3
内用薬 2316017F1027 酪酸菌 １錠 ビオスリー錠 東亜薬品工業 6.1
内用薬 2316018B1020 ビフィズス菌 ２％１ｇ ビフィスゲン 日東薬品工業 6.3 後発品
内用薬 2316019B1024 耐性乳酸菌 １ｇ ラックビーＲ 興和 6.3 後発品
内用薬 2316019B1032 耐性乳酸菌 １ｇ コレポリーＲ散 東和薬品 6.3 後発品
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
6.2 後発品

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

8.7

内用薬 2318001C1024 ジメチコン １０％１ｇ ナイスタール細粒 日本ユニバーサ
ル薬品

6.3 後発品

内用薬 2318001F1020 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 エアノン錠４０ 大興製薬 6.1 後発品
内用薬 2318001F1047 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスオール錠４０ｍｇ「陽進」 陽進堂 6.1 後発品
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
6.2

内用薬 2318001F1144 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ナイスタール錠 日本ユニバーサ
ル薬品

6.1 後発品

内用薬 2318001F1160 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ポリシロ 堀井薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2318001F1187 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスサール錠４０ｍｇ 東和薬品 6.1
内用薬 2318001F1195 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガステール錠４０ｍｇ 扶桑薬品工業 6.1 後発品
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
6.5

内用薬 2318001Q1056 ジメチコン ２％１ｍＬ バリトゲン消泡剤 伏見製薬所 3.7 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2318001Q1064 ジメチコン ２％１ｍＬ バロス消泡液 堀井薬品工業 4 後発品
内用薬 2318001Q1072 ジメチコン ２％１ｍＬ バルギン消泡液 共成製薬 2.7 後発品
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
4

内用薬 2319001B1026 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペジャスト散 鶴原製薬 9.9 後発品
内用薬 2319001C1056 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペラニール細粒小児用 大洋薬品工業 17.3 後発品
内用薬 2319001C1072 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペミック小児用 小林化工 17.3 後発品
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
65.9

内用薬 2319001C1099 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロンバニン小児用細粒０．０５％ 辰巳化学 18.6 後発品
内用薬 2319001C1102 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペミック小児用細粒０．０５％ 小林化工 17.3 後発品
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 10.4 後発品
内用薬 2319001C2044 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ カグダリン細粒 寿製薬 17.3 後発品
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
65.9

内用薬 2319001C3024 塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ ロペラン細粒０．２％ ダイト 33.5 後発品
内用薬 2319001F1028 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロスポリア錠 テイコクメ

ディックス
52.8 後発品

内用薬 2319001F1036 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロペラミド錠「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 16.2 後発品
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 9.6 後発品
内用薬 2319001M1043 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル フッセンカプセル 大興製薬 15.8 後発品
内用薬 2319001M1078 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペナカプセル 堀井薬品工業 15.8 後発品
内用薬 2319001M1108 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペランカプセル ダイト 15.8 後発品
内用薬 2319001M1132 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル カグダリンカプセル 寿製薬 13.6 後発品
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
62.4

内用薬 2319001M1256 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペランカプセル１ｍｇ ダイト 15.8 後発品
内用薬 2319001R1024 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 シオノケミカル 27.1 後発品
内用薬 2319002X1010 乳酸 １０ｇ 局 乳酸 23
内用薬 2319002X1028 乳酸 １０ｇ 局 乳酸「エビス」 エビス製薬 25.9
内用薬 2319002X1044 乳酸 １０ｇ 局 乳酸「ケンエー」 健栄製薬 25.9
内用薬 2319002X1095 乳酸 １０ｇ 局 乳酸「ツキシマ」 月島薬品 24.8
内用薬 2319003X1014 薬用炭 １ｇ 局 薬用炭 8.1
内用薬 2319100F1030 塩化ベルベリン・ゲンノ

ショウコエキス
１錠 フェロミック錠 大正薬品工業 6.1 後発品

内用薬 2319100F1048 塩化ベルベリン・ゲンノ
ショウコエキス

１錠 リーダイＡ錠 大洋薬品工業 6.1 後発品

内用薬 2319100F1056 塩化ベルベリン・ゲンノ
ショウコエキス

１錠 フェロベリン錠 日本オルガノン 8.3

内用薬 2321001D1025 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５％１ｇ キャベジンＵコーワ顆粒 興和 8.2

内用薬 2321001F1026 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 興和 6

内用薬 2321001F1034 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 大洋薬品工業 5.9 後発品

内用薬 2322001D1090 ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 6.3 後発品
内用薬 2322001D1286 ｌ－グルタミン ９９％１ｇ グルミン顆粒 協和醗酵工業 6.3
内用薬 2322001D1294 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ グルミン顆粒９９％ 協和醗酵工業 6.3
内用薬 2323001C2020 アズレンスルホン酸ナト

リウム
０．４％１ｇ アズノール細粒（０．４％） 日本新薬 11.2

内用薬 2323001C2039 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ ノズレン細粒 日本ユニバーサ
ル薬品

6.9 後発品

内用薬 2323001C3027 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ アズノール細粒（１％） 日本新薬 19

内用薬 2323001C3035 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ ノズレン細粒 日本ユニバーサ
ル薬品

11.3 後発品

内用薬 2323001D3030 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ ※　水溶性アズレン顆粒（大興） 大興製薬 6.3 後発品

内用薬 2323001D3057 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ アテネレン顆粒１％ 鶴原製薬 6.3 後発品

内用薬 2323001D3065 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ 水溶性アズレン顆粒１％「タイヨー」 大洋薬品工業 6.3 後発品

内用薬 2323001F1063 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 アズプロ錠２ｍｇ 大興製薬 5.9 後発品

内用薬 2323001F1110 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 アズレン錠「陽進」 陽進堂 5.5 後発品

内用薬 2323001F1136 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 アテネレン錠（ツルハラ） 鶴原製薬 5.5 後発品

内用薬 2323001F1217 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 水溶性アズレン錠２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5.5 後発品

内用薬 2323001F1225 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 アズノール錠２ｍｇ 日本新薬 7.4

内用薬 2323001F1233 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 水溶性アズレン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 5.5 後発品

内用薬 2323002D1024 エグアレンナトリウム ２．５％１ｇ アズロキサ顆粒 寿製薬 77.4
内用薬 2325001C1029 シメチジン ２０％１ｇ アルカメット細粒２０％ 長生堂製薬 6.3 後発品
内用薬 2325001C1037 シメチジン ２０％１ｇ シメチラン細粒 ニプロファーマ 6.4 後発品
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 25.6
内用薬 2325001C1088 シメチジン ２０％１ｇ チスタメット細粒２０％ 鶴原製薬 6.3 後発品
内用薬 2325001C1096 シメチジン ２０％１ｇ チーカプト細粒２０％ 東和薬品 6.3 後発品
内用薬 2325001C1100 シメチジン ２０％１ｇ タカミジン細粒２０％ 高田製薬 6.3 後発品
内用薬 2325001C1118 シメチジン ２０％１ｇ シメチラン細粒２０％ ニプロファーマ 6.4 後発品
内用薬 2325001C2033 シメチジン ４０％１ｇ ストマチジン細粒４０％ 大正薬品工業 8 後発品
内用薬 2325001C2084 シメチジン ４０％１ｇ チーカプト細粒４０％ 東和薬品 8 後発品
内用薬 2325001C2092 シメチジン ４０％１ｇ カイロック細粒４０％ 藤本製薬 24.9
内用薬 2325001F1041 シメチジン ２００ｍｇ１錠 アルカメット錠２００ 長生堂製薬 6.1 後発品
内用薬 2325001F1050 シメチジン ２００ｍｇ１錠 アルキオーネ錠 イセイ 6.1 後発品
内用薬 2325001F1076 シメチジン ２００ｍｇ１錠 イシメット錠 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 2325001F1084 シメチジン ２００ｍｇ１錠 エスメラルダ錠 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 2325001F1114 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ガストロメット錠 共和薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2325001F1122 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ガスフェロン錠２００ｍｇ 龍角散 6.2 後発品
内用薬 2325001F1149 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチパール錠２００ 沢井製薬 6.1 後発品
内用薬 2325001F1173 シメチジン ２００ｍｇ１錠 スターセル錠 日清キョーリン

製薬
6.1 後発品

内用薬 2325001F1181 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ストマチジン錠２００ｍｇ 大正薬品工業 6.1 後発品
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 23.5



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2325001F1220 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ダンカート錠 日本薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2325001F1238 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ダンスール錠２００ｍｇ 三和化学研究所 6.1 後発品
内用薬 2325001F1246 シメチジン ２００ｍｇ１錠 チーカプト錠 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2325001F1254 シメチジン ２００ｍｇ１錠 チスタメット錠 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 2325001F1289 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ロイアンＣ錠２００ｍｇ 大興製薬 6.1 後発品
内用薬 2325001F1319 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シルカーゼット錠 シオエ製薬 6.2 後発品
内用薬 2325001F1327 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ラフセジン錠 ナガセ医薬品 6.1 後発品
内用薬 2325001F1343 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠「クニヒロ」２００ｍｇ 皇漢堂製薬 6.1 後発品
内用薬 2325001F1351 シメチジン ２００ｍｇ１錠 アスメジン錠２００ｍｇ「ＯＲＹ」 オリエンタル薬

品工業
6.1 後発品

内用薬 2325001F1360 シメチジン ２００ｍｇ１錠 カイロック錠２００ 藤本製薬 6.1 後発品
内用薬 2325001F1378 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチラン錠２００ｍｇ ニプロファーマ 6.2 後発品
内用薬 2325001F1386 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ファルジン錠２００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
6.1 後発品

内用薬 2325001F1394 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「サンド」 サンド 6.1 後発品
内用薬 2325001F1408 シメチジン ２００ｍｇ１錠 アストロフェン錠２００ｍｇ 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2325001F1416 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タカミジン錠２００ｍｇ 高田製薬 6.1 後発品
内用薬 2325001F1424 シメチジン ２００ｍｇ１錠 イクロール錠２００ｍｇ 日医工 6.1 後発品
内用薬 2325001F1432 シメチジン ２００ｍｇ１錠 エスメラルダ錠２００ 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 2325001F1440 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 2325001F1459 シメチジン ２００ｍｇ１錠 チーカプト錠２００ｍｇ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2325001F2013 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン４００ｍｇ錠 6.1 後発品
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 35.8
内用薬 2325001F2080 シメチジン ４００ｍｇ１錠 タカミジン錠４００ｍｇ 高田製薬 7.9 後発品
内用薬 2325001S1023 シメチジン ２％１ｍＬ クリエイト内服液２００ｍｇ テイコクメ

ディックス
3.2 後発品

内用薬 2325002F1011 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 塩酸ラニチジン１５０ｍｇ錠 7.5 後発品
内用薬 2325002F1062 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラニチザン錠１５０ マルコ製薬 13.5 後発品
内用薬 2325002F1119 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラデン錠１５０ 沢井製薬 13.5 後発品
内用薬 2325002F1127 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラニザック錠１５０ 東和薬品 11.6 後発品
内用薬 2325002F1160 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラニタック錠１５０ 日医工 10.6 後発品
内用薬 2325002F1178 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラニメルク錠１５０ マイラン製薬 15.8 後発品
内用薬 2325002F1186 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ブラウリベラ錠１５０ 陽進堂 17.8 後発品
内用薬 2325002F1194 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ザンタック錠１５０ グラクソ・スミ

スクライン
50.1

内用薬 2325002F2018 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 塩酸ラニチジン７５ｍｇ錠 6.1 後発品
内用薬 2325002F2026 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ザンタック錠７５ グラクソ・スミ

スクライン
31

内用薬 2325002F2034 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラニチザン錠７５ マルコ製薬 8.9 後発品
内用薬 2325002F2042 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラデン錠７５ 沢井製薬 8.9 後発品
内用薬 2325002F2050 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラニザック錠７５ 東和薬品 8.1 後発品
内用薬 2325002F2085 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラニタック錠７５ 日医工 8.1 後発品
内用薬 2325002F2093 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラニメルク錠７５ マイラン製薬 11.5 後発品
内用薬 2325002F2115 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ブラウリベラ錠７５ 陽進堂 9.7 後発品
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 291.3
内用薬 2325003B1030 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガモファー散１０％ 大原薬品工業 127.4 後発品
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 145.3 後発品
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
115.2 後発品

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 127.4 後発品
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 68
内用薬 2325003B2037 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガモファー散２％ 大原薬品工業 25 後発品
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 30.8 後発品
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
25 後発品

内用薬 2325003B2061 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモスタジン散２％ 東和薬品 40.7 後発品
内用薬 2325003B2070 ファモチジン ２％１ｇ 局 プロゴーギュ散２％ 日医工 27.2 後発品
内用薬 2325003B2088 ファモチジン ２％１ｇ 局 ストマルコン散２％ 大正薬品工業 20.8 後発品
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 30.8 後発品
内用薬 2325003B2100 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「ＫＯＢＡ」 マルコ製薬 27.2 後発品
内用薬 2325003B2118 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「アメル」 共和薬品工業 23.4 後発品
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 34.1
内用薬 2325003F1032 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガモファー錠１０ｍｇ 大原薬品工業 11.4 後発品
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 14.6 後発品
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 12.6 後発品
内用薬 2325003F1067 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスポート錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 11 後発品
内用薬 2325003F1075 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局　ガスイサン錠１０ ニプロジェネ

ファ
9.7 後発品

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 18.2 後発品
内用薬 2325003F1091 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局　ガスドック錠１０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
10.1 後発品

内用薬 2325003F1105 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモスタジン錠１０ 東和薬品 21.4 後発品
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）
12.7 後発品

内用薬 2325003F1121 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 プロゴーギュ錠１０ｍｇ 陽進堂 12.6 後発品
内用薬 2325003F1130 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ケミガスチン錠１０ ケミックス 9.7 後発品
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 18.8 後発品
内用薬 2325003F1156 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモガスト錠１０ シオノケミカル 17.2 後発品
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 11.1 後発品
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 16.7 後発品
内用薬 2325003F1180 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局　ケラモ錠１０ ジェイドルフ製

薬
10.8 後発品

内用薬 2325003F1199 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 マルコ製薬 12.9 後発品
内用薬 2325003F1202 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 モミアロン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 9.7 後発品
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 10.1 後発品
内用薬 2325003F1229 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 9.7 後発品
内用薬 2325003F1237 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＦＣ」 富士カプセル 9.7 後発品
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 9.7 後発品
内用薬 2325003F2012 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠 9.7 後発品
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 59.3
内用薬 2325003F2039 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガモファー錠２０ｍｇ 大原薬品工業 20.8 後発品
内用薬 2325003F2055 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０「サワイ」 沢井製薬 21.8 後発品
内用薬 2325003F2063 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 チオスター錠２０ 全星薬品工業 24 後発品
内用薬 2325003F2071 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスポート錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 19.8 後発品
内用薬 2325003F2080 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局　ガスイサン錠２０ ニプロジェネ

ファ
13.3 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
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 45.2 後発品
内用薬 2325003F2101 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局　ガスドック錠２０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
16.1 後発品

内用薬 2325003F2110 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモスタジン錠２０ 東和薬品 39.4 後発品
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）
22.9 後発品

内用薬 2325003F2136 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 プロゴーギュ錠２０ｍｇ 陽進堂 14.1 後発品
内用薬 2325003F2144 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ケミガスチン錠２０ ケミックス 14.1 後発品
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 34.4 後発品
内用薬 2325003F2160 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモガスト錠２０ シオノケミカル 33.7 後発品
内用薬 2325003F2187 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスペラジン錠２０ｍｇ 長生堂製薬 15.3 後発品
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 26.8 後発品
内用薬 2325003F2209 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局　ケラモ錠２０ ジェイドルフ製

薬
17 後発品

内用薬 2325003F2217 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 マルコ製薬 18.1 後発品
内用薬 2325003F2233 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 11.9 後発品
内用薬 2325003F2241 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「イセイ」 イセイ 13.3 後発品
内用薬 2325003F2250 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 13.3 後発品
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 34.1
内用薬 2325003F3043 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ストマルコンＤ錠１０ｍｇ 大正薬品工業 11.9 後発品
内用薬 2325003F3051 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスポートＤ錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 11 後発品
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）
12.7 後発品

内用薬 2325003F3078 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガモファーＤ錠１０ｍｇ 大原薬品工業 11.4 後発品
内用薬 2325003F3086 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモガストＤ錠１０ シオノケミカル 17.2 後発品
内用薬 2325003F3094 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモスタジンＤ錠１０ｍｇ 東和薬品 21.4 後発品
内用薬 2325003F3116 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 マルコ製薬 12.9 後発品
内用薬 2325003F3124 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 14.6 後発品
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 15.3 後発品
内用薬 2325003F3140 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
11.2 後発品

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 59.3
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）
22.9 後発品

内用薬 2325003F4058 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ストマルコンＤ錠２０ｍｇ 大正薬品工業 19.9 後発品
内用薬 2325003F4082 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスポートＤ錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 19.8 後発品
内用薬 2325003F4090 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 マルコ製薬 18.1 後発品
内用薬 2325003F4104 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 プロゴーギュＤ錠２０ｍｇ 陽進堂 14.1 後発品
内用薬 2325003F4112 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガモファーＤ錠２０ｍｇ 大原薬品工業 20.8 後発品
内用薬 2325003F4120 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモガストＤ錠２０ シオノケミカル 33.7 後発品
内用薬 2325003F4139 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモスタジンＤ錠２０ｍｇ 東和薬品 39.4 後発品
内用薬 2325003F4147 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 21.8 後発品
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 28.8 後発品
内用薬 2325003F4163 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
17.9 後発品

内用薬 2325004F1029 塩酸ロキサチジンアセ
タート

３７．５ｍｇ１錠 塩酸ロキサチジンアセタート錠３７．５「Ｋ
Ｎ」

小林化工 17.2 後発品

内用薬 2325004F2025 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１錠 塩酸ロキサチジンアセタート錠７５「ＫＮ」 小林化工 29.5 後発品

内用薬 2325004M1028 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局　アルタットカプセル７５ あすか製薬 48.7

内用薬 2325004M1036 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局　アルギスタットカプセル７５ 大洋薬品工業 30.8 後発品

内用薬 2325004M1044 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局　ロキサチカプセル７５ 大原薬品工業 28.5 後発品

内用薬 2325004M1052 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局　ロキセタートカプセル７５ｍｇ 東和薬品 32.8 後発品

内用薬 2325004M1060 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局　ロキタットカプセル７５ｍｇ 沢井製薬 30.8 後発品

内用薬 2325004M1079 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局　ロザルタットカプセル７５ｍｇ 長生堂製薬 37 後発品

内用薬 2325004M2024 塩酸ロキサチジンアセ
タート

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局　アルタットカプセル３７．５ あすか製薬 29.3

内用薬 2325004M2032 塩酸ロキサチジンアセ
タート

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局　ロキサチカプセル３７．５ 大原薬品工業 18.5 後発品

内用薬 2325005D1022 ニザチジン １５０ｍｇ１ｇ ニザトリック顆粒１５％ 陽進堂 21 後発品
内用薬 2325005F1023 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザトリック錠１５０ｍｇ 陽進堂 16.5 後発品
内用薬 2325005F1031 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 アシノン錠１５０ｍｇ ゼリア新薬工業 48.5
内用薬 2325005F2020 ニザチジン ７５ｍｇ１錠 アシノン錠７５ｍｇ ゼリア新薬工業 30
内用薬 2325005M1022 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル アシノンカプセル１５０ ゼリア新薬工業 48.5
内用薬 2325005M1030 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「ＯＨＡＲ 大原薬品工業 32.5 後発品
内用薬 2325005M1049 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル ニザチンカプセル１５０ 沢井製薬 32.5 後発品
内用薬 2325005M1065 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル チザノンカプセル１５０ 大正薬品工業 23.5 後発品
内用薬 2325005M1073 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル アテミノンカプセル１５０ｍｇ 大洋薬品工業 23.5 後発品
内用薬 2325005M1081 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル ドルセンカプセル１５０ｍｇ 辰巳化学 23.5 後発品
内用薬 2325005M1103 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル ニザノンカプセル１５０ 東和薬品 29.8 後発品
内用薬 2325005M1111 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル ニザメルクカプセル１５０ マイラン製薬 32.5 後発品
内用薬 2325005M2029 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル アシノンカプセル７５ ゼリア新薬工業 30
内用薬 2325005M2037 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 19.4 後発品
内用薬 2325005M2045 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチンカプセル７５ 沢井製薬 19.4 後発品
内用薬 2325005M2053 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザノンカプセル７５ 東和薬品 19.4 後発品
内用薬 2325005M2061 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザトリックカプセル７５ｍｇ 陽進堂 14.1 後発品
内用薬 2325005M2070 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ドルセンカプセル７５ｍｇ 辰巳化学 14.1 後発品
内用薬 2325006F1028 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ストガー錠５ ユーシービー

ジャパン
30.2

内用薬 2325006F1036 ラフチジン ５ｍｇ１錠 プロテカジン錠５ 大鵬薬品工業 29.3
内用薬 2325006F2024 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ストガー錠１０ ユーシービー

ジャパン
50.4

内用薬 2325006F2032 ラフチジン １０ｍｇ１錠 プロテカジン錠１０ 大鵬薬品工業 49.6
内用薬 2329001D1031 アセグルタミドアルミニ

ウム
７０％１ｇ グルマール顆粒 協和醗酵工業 15.4

内用薬 2329001D1066 アセグルタミドアルミニ
ウム

７０％１ｇ グルマール顆粒７０％ 協和醗酵工業 15.4

内用薬 2329002C2029 アルジオキサ ２５％１ｇ アスコンプ細粒２５％ 日本ケミファ 11.3 後発品
内用薬 2329002C3025 アルジオキサ ２０％１ｇ アランタＳＰ細粒２０％ キッセイ薬品工

業
6.3 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2329002D1044 アルジオキサ １０％１ｇ アラネトリン顆粒１０％ 高田製薬 5.7 後発品
内用薬 2329002D1052 アルジオキサ １０％１ｇ アルサ顆粒１０％ 東和薬品 5.7 後発品
内用薬 2329002D2040 アルジオキサ ２０％１ｇ アルラント顆粒２０％ 日医工 6 後発品
内用薬 2329002D3020 アルジオキサ ２５％１ｇ イサロン顆粒２５％ あすか製薬 12 後発品
内用薬 2329002D3039 アルジオキサ ２５％１ｇ アテネントイン顆粒２５％ 鶴原製薬 6.3 後発品
内用薬 2329002D3047 アルジオキサ ２５％１ｇ アルキサ顆粒２５ 小林化工 6.3 後発品
内用薬 2329002D4035 アルジオキサ ５０％１ｇ アテネントイン顆粒 鶴原製薬 6.3 後発品
内用薬 2329002D4051 アルジオキサ ５０％１ｇ アルキサ顆粒５０ 小林化工 6.3 後発品
内用薬 2329002D4205 アルジオキサ ５０％１ｇ フラマーゲン顆粒 マルコ製薬 6.3 後発品
内用薬 2329002D4213 アルジオキサ ５０％１ｇ ベスタス 日清キョーリン

製薬
6.3 後発品

内用薬 2329002D4221 アルジオキサ ５０％１ｇ ヨウアネート顆粒 陽進堂 6.3 後発品
内用薬 2329002D4248 アルジオキサ ５０％１ｇ イサロン顆粒５０％ あすか製薬 21.3 後発品
内用薬 2329002D4256 アルジオキサ ５０％１ｇ アスコンプ顆粒５０％ 日本ケミファ 16.6 後発品
内用薬 2329002D4264 アルジオキサ ５０％１ｇ カルマイサ顆粒５０％ 大正薬品工業 6.3 後発品
内用薬 2329002D4272 アルジオキサ ５０％１ｇ フラマーゲン顆粒５０％ マルコ製薬 6.3 後発品
内用薬 2329002F1037 アルジオキサ ５０ｍｇ１錠 アラネトリン錠５０ｍｇ 高田製薬 5.5 後発品
内用薬 2329002F2033 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルキサ錠 小林化工 5.5 後発品
内用薬 2329002F2050 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルジオキサ錠「イセイ」 イセイ 5.5 後発品
内用薬 2329002F2068 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 イサロン錠 あすか製薬 6.2 後発品
内用薬 2329002F2106 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アテネントイン錠 鶴原製薬 5.5 後発品
内用薬 2329002F2114 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アランタＳＦ錠１００ｍｇ キッセイ薬品工

業
5.9 後発品

内用薬 2329002F2122 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルサ錠１００ｍｇ 東和薬品 5.5 後発品
内用薬 2329002F2130 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルキサ錠１００ｍｇ 小林化工 5.5 後発品
内用薬 2329004C1072 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ レスラート細粒 陽進堂 14.7 後発品
内用薬 2329004C1110 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ エルケー細粒 三恵薬品 14.7 後発品
内用薬 2329004C1129 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ ノイエル細粒４０％ 第一三共 26.5
内用薬 2329004C1137 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ 塩酸セトラキサート細粒４０％「ＦＣ」 富士カプセル 14.7 後発品
内用薬 2329004C1145 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ ラクマーゼ細粒４０％ 東和薬品 14.7 後発品
内用薬 2329004M1043 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル ノイエルカプセル 第一三共 14.9
内用薬 2329004M1060 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル レスラートカプセル 陽進堂 9.9 後発品
内用薬 2329004M1140 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル 塩酸セトラキサートカプセル２００ｍｇ「Ｆ

Ｃ」
富士カプセル 9.2 後発品

内用薬 2329004M1159 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル ラクマーゼカプセル２００ｍｇ 東和薬品 9.9 後発品
内用薬 2329004M1167 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル エルグリルカプセル２００ｍｇ 辰巳化学 9.2 後発品
内用薬 2329005C1026 塩酸ピレンゼピン ５％１ｇ カロデリン細粒 日本ケミファ 20.3 後発品
内用薬 2329005C1034 塩酸ピレンゼピン ５％１ｇ セトミノン細粒 日本薬品工業 11.5 後発品
内用薬 2329005C1042 塩酸ピレンゼピン ５％１ｇ カロデリン細粒５％ 日本ケミファ 20.3 後発品
内用薬 2329005C2022 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ガストシオン細粒１０％ シオノケミカル 14.8 後発品
内用薬 2329005C2030 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ガストロゼピン細粒 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

57.7

内用薬 2329005C2049 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ガレンドピン細粒 長生堂製薬 12.3 後発品
内用薬 2329005C2065 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ランクリック細粒 東和薬品 14.8 後発品
内用薬 2329005F1057 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ガストロゼピン錠 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

15.9

内用薬 2329005F1073 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ガレンドピン錠 長生堂製薬 6.1 後発品
内用薬 2329005F1090 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ストマゼピン錠 大正薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2329005F1103 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピレンゼール錠２５ 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2329005F1111 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピレンゼット錠 ダイト 6.1 後発品
内用薬 2329005F1120 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピロデイン錠 メディサ新薬 6.1 後発品
内用薬 2329005F1138 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 フォリンゼピン錠 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 2329005F1146 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ランクリック錠 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2329005F1189 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 キッカルジン錠２５ｍｇ 高田製薬 6.1 後発品
内用薬 2329005F1197 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ガタンプル錠２５ｍｇ ニプロジェネ

ファ
6.1 後発品

内用薬 2329005F1200 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピン錠２５ｍｇ 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 2329005F1219 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 ダイト 6.1 後発品
内用薬 2329005F1227 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピロデイン錠２５ｍｇ メディサ新薬 6.1 後発品
内用薬 2329006C1055 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファルト細粒 ニプロファーマ 6.3 後発品
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 13.7
内用薬 2329006C1098 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファルト細粒１０％ ニプロファーマ 6.3 後発品
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 6.9
内用薬 2329006M1190 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファルナートＣ（ツルハラ） 鶴原製薬 5.9 後発品
内用薬 2329006M1247 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル シバメットカプセル 東邦新薬 5.9 後発品
内用薬 2329006M1336 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ヨウファナート「カプセル」 陽進堂 5.9 後発品
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 6.9
内用薬 2329006M2065 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル グリトールカプセル 日新製薬（山

形）
6.1 後発品

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 13.7
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 13.7
内用薬 2329006M2111 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファルナートＳ（ツルハラ） 鶴原製薬 6.4 後発品
内用薬 2329006M2251 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ※ ゲファルナートＳ・１００（日医工） 東海カプセル 6.1 後発品
内用薬 2329008C1020 スクラルファート ９０％１ｇ アルサルミン細粒 中外製薬 7.3
内用薬 2329008C1038 スクラルファート ９０％１ｇ アルトサミン細粒 大洋薬品工業 6.3 後発品
内用薬 2329008C1054 スクラルファート ９０％１ｇ ツナルミン細粒 前田薬品工業 6.3 後発品
内用薬 2329008C1070 スクラルファート ９０％１ｇ オーネスミン細粒 鶴原製薬 6.3 後発品
内用薬 2329008C1089 スクラルファート ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「タイヨー」 大洋薬品工業 6.3 後発品
内用薬 2329008D1041 スクラルファート ９０％１ｇ ウルバンＡ顆粒 東和薬品 6.3 後発品
内用薬 2329008D1068 スクラルファート ９０％１ｇ シューアルミン サンド 6.3 後発品
内用薬 2329008D1106 スクラルファート ９０％１ｇ ムッテルミン顆粒 共和薬品工業 6.3 後発品
内用薬 2329008D1122 スクラルファート ９０％１ｇ リタアルミン 長生堂製薬 6.4 後発品
内用薬 2329008D1149 スクラルファート ９０％１ｇ ユーワン顆粒９０％ 沢井製薬 6.3 後発品
内用薬 2329008D1157 スクラルファート ９０％１ｇ ビンガスト顆粒９０％ マルコ製薬 6.3 後発品
内用薬 2329008D1165 スクラルファート ９０％１ｇ シューアルミン顆粒９０％ サンド 6.3 後発品
内用薬 2329008D1173 スクラルファート ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 東和薬品 6.3 後発品
内用薬 2329008F1026 スクラルファート ２５０ｍｇ１錠 アルサルミン錠 中外製薬 6.2
内用薬 2329008S1024 スクラルファート １０％１ｍＬ アルサルミン液 中外製薬 4.4
内用薬 2329008S1067 スクラルファート １０％１ｍＬ アルトサミン液 大洋薬品工業 3.3 後発品
内用薬 2329008S1091 スクラルファート １０％１ｍＬ テイガスト内服液１０％ テイコクメ

ディックス
3.3 後発品

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 23.7
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 29.1
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 21.8



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2329009C2080 スルピリド １０％１ｇ スルピリド細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 6.6 後発品
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 82
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 66.5
内用薬 2329009C3108 スルピリド ５０％１ｇ スルピリド細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 19.4 後発品
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 71.2
内用薬 2329009F1047 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 クールスパン錠５０ ニプロファーマ 6.4 後発品
内用薬 2329009F1055 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 シーグル錠 ナガセ医薬品 6.4 後発品
内用薬 2329009F1063 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スプロチン錠 大洋薬品工業 6.4 後発品
内用薬 2329009F1071 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スペサニール錠 長生堂製薬 6.4 後発品
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 6.4 後発品
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 18.4
内用薬 2329009F1136 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 マーゲノール錠 辰巳化学 6.4 後発品
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 12.3
内用薬 2329009F1152 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.4 後発品
内用薬 2329009F1160 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ベタマック錠５０ｍｇ 沢井製薬 6.4 後発品
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 13.6
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 6.4 後発品
内用薬 2329009F1195 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 6.4 後発品
内用薬 2329009M1038 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 アビリットカプセル 大日本住友製薬 13.5
内用薬 2329009M1070 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ケイチール 三恵薬品 6.4 後発品
内用薬 2329009M1119 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 スタマクリットカプセル５０ 東和薬品 6.4 後発品
内用薬 2329009M1186 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局※ スルピリドカプセル（大正薬品） 大正薬品工業 6.4 後発品
内用薬 2329009M1259 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ドグマチールカプセル アステラス製薬 18.4
内用薬 2329009M1267 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局　ニチマールカプセル 日新製薬（山

形）
6.4 後発品

内用薬 2329009M1291 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ピリカップル イセイ 6.4 後発品
内用薬 2329009M1305 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 マーゲノールカプセル 辰巳化学 6.4 後発品
内用薬 2329009M1313 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ミラドールカプセル バイエル薬品 12.2
内用薬 2329009M1330 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ヨウマチール「カプセル」 陽進堂 6.4 後発品
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 13.5
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 6.4 後発品
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 12.2
内用薬 2329010F1023 プログルミド ２００ｍｇ１錠 プロミド錠 科研製薬 7.7
内用薬 2329010F1031 プログルミド ２００ｍｇ１錠 プロミド錠２００ｍｇ 科研製薬 7.7
内用薬 2329011C1030 ソファルコン １０％１ｇ スコーウエ細粒１０％ 陽進堂 9 後発品
内用薬 2329011C1048 ソファルコン １０％１ｇ セスファルコ細粒 長生堂製薬 9.9 後発品
内用薬 2329011C1072 ソファルコン １０％１ｇ ソロファール細粒 小林化工 9.9 後発品
内用薬 2329011C1099 ソファルコン １０％１ｇ パランコン細粒１０％ 東和薬品 9.9 後発品
内用薬 2329011C1102 ソファルコン １０％１ｇ ファソレミン細粒 大正薬品工業 9 後発品
内用薬 2329011C1129 ソファルコン １０％１ｇ トファルコン細粒１０％ キョーリンリメ

ディオ
9.9 後発品

内用薬 2329011C1137 ソファルコン １０％１ｇ ソルドロン細粒１０％ 沢井製薬 9.9 後発品
内用薬 2329011C1145 ソファルコン １０％１ｇ ラビン細粒１０％ 辰巳化学 9 後発品
内用薬 2329011C1153 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「タイヨー」 大洋薬品工業 9 後発品
内用薬 2329011C1161 ソファルコン １０％１ｇ セスファルコ細粒１０％ 長生堂製薬 9.9 後発品
内用薬 2329011C1170 ソファルコン １０％１ｇ ソロファール細粒１０％ 小林化工 9.9 後発品
内用薬 2329011C1188 ソファルコン １０％１ｇ ファソレミン細粒１０％ 大正薬品工業 9 後発品
内用薬 2329011C2028 ソファルコン ２０％１ｇ ソロン細粒２０％ 大正製薬 30.7
内用薬 2329011F1028 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソロン錠５０ 大正製薬 9.2
内用薬 2329011F1036 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソルニラート錠５０ 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2329011F1044 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソロファール錠５０ 小林化工 6.2 後発品
内用薬 2329011F1052 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ラビン錠５０ｍｇ 辰巳化学 6.1 後発品
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 6.1 後発品
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 10.4 後発品
内用薬 2329011M2040 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ソルニラートカプセル１００ 大洋薬品工業 10.4 後発品
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 16.2
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
10.4 後発品

内用薬 2329012C1026 テプレノン １０％１ｇ セルベックス細粒１０％ エーザイ 25.9
内用薬 2329012C1042 テプレノン １０％１ｇ アンタゴスチン細粒１０％ 陽進堂 14.2 後発品
内用薬 2329012C1069 テプレノン １０％１ｇ コバルノン細粒 日医工 13.5 後発品
内用薬 2329012C1085 テプレノン １０％１ｇ セフタック細粒１０％ 沢井製薬 16.9 後発品
内用薬 2329012C1093 テプレノン １０％１ｇ セループ細粒１０％ 大洋薬品工業 14.2 後発品
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 12.8 後発品
内用薬 2329012C1174 テプレノン １０％１ｇ アントベックス細粒１０％ 長生堂製薬 14.2 後発品
内用薬 2329012C1182 テプレノン １０％１ｇ エクペック細粒 東和薬品 13.5 後発品
内用薬 2329012C1212 テプレノン １０％１ｇ テルペノン細粒 共和薬品工業 13.5 後発品
内用薬 2329012C1220 テプレノン １０％１ｇ デムナロン細粒１０％ 鶴原製薬 14.2 後発品
内用薬 2329012C1247 テプレノン １０％１ｇ セルパス細粒 シー・エイチ・

オー新薬
16.9 後発品

内用薬 2329012C1263 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 14 後発品
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 13.5 後発品
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 13.5 後発品
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 13.4
内用薬 2329012M1064 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル コバルノンカプセル 日医工 7.4 後発品
内用薬 2329012M1080 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セフタックカプセル５０ 沢井製薬 8.4 後発品
内用薬 2329012M1099 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セループカプセル５０ｍｇ 大洋薬品工業 7.9 後発品
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 7.4 後発品
内用薬 2329012M1188 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル アンタゴスチンカプセル 陽進堂 7.4 後発品
内用薬 2329012M1196 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル アントベックスカプセル５０ｍｇ 長生堂製薬 7.9 後発品
内用薬 2329012M1200 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル エクペックカプセル 東和薬品 8.4 後発品
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 8.9 後発品
内用薬 2329012M1234 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル デムナロンカプセル 鶴原製薬 7.4 後発品
内用薬 2329012M1250 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セルパスカプセル シー・エイチ・

オー新薬
8.7 後発品

内用薬 2329012M1277 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 8.4 後発品
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 7.4 後発品
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 8.4 後発品
内用薬 2329013F1035 リンゴ酸クレボプリド ０．５ｍｇ１錠 クラスト錠 明治製菓 19.3
内用薬 2329013F1043 リンゴ酸クレボプリド ０．５ｍｇ１錠 ミタプリド錠 キョーリンリメ

ディオ
8 後発品

内用薬 2329014C1025 プラウノトール ８％１ｇ ケルナック細粒 第一三共 23.1
内用薬 2329014M1020 プラウノトール ８０ｍｇ１カプセル ケルナックカプセル 第一三共 23.6
内用薬 2329015C1020 トロキシピド ２０％１ｇ アプレース細粒 杏林製薬 28.3
内用薬 2329015C1046 トロキシピド ２０％１ｇ トロキシン細粒 大原薬品工業 12.8 後発品
内用薬 2329015F2022 トロキシピド １００ｍｇ１錠 アプレース錠１００ｍｇ 杏林製薬 16.7



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2329015F2049 トロキシピド １００ｍｇ１錠 トロキシン錠 大原薬品工業 6.4 後発品
内用薬 2329015F2065 トロキシピド １００ｍｇ１錠 アニトラール錠１００ｍｇ 長生堂製薬 6.4 後発品
内用薬 2329015F2073 トロキシピド １００ｍｇ１錠 プララース錠 東和薬品 6.4 後発品
内用薬 2329015F2120 トロキシピド １００ｍｇ１錠 トロキシピド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.4 後発品
内用薬 2329019M1023 塩酸ベネキサートベータ

デクス
２００ｍｇ１カプセル ウルグートカプセル 塩野義製薬 18.7

内用薬 2329019M1031 塩酸ベネキサートベータ
デクス

２００ｍｇ１カプセル ロンミールカプセル ナガセ医薬品 9.9

内用薬 2329020C1012 マレイン酸イルソグラジ ０．８％１ｇ マレイン酸イルソグラジン０．８％細粒 22.2 後発品
内用薬 2329020C1020 マレイン酸イルソグラジ ０．８％１ｇ ガスロンＮ細粒０．８％ 日本新薬 140.2
内用薬 2329020C1039 マレイン酸イルソグラジ ０．８％１ｇ セレガスロン細粒 大洋薬品工業 34.6 後発品
内用薬 2329020F1019 マレイン酸イルソグラジ ２ｍｇ１錠 マレイン酸イルソグラジン２ｍｇ錠 7 後発品
内用薬 2329020F1027 マレイン酸イルソグラジ ２ｍｇ１錠 ガスロンＮ錠２ｍｇ 日本新薬 38
内用薬 2329020F1035 マレイン酸イルソグラジ ２ｍｇ１錠 セレガスロン錠２ 大洋薬品工業 12.2 後発品
内用薬 2329020F1108 マレイン酸イルソグラジ ２ｍｇ１錠 イルガス錠２ｍｇ 日医工 7.8 後発品
内用薬 2329020F2015 マレイン酸イルソグラジ ４ｍｇ１錠 マレイン酸イルソグラジン４ｍｇ錠 12.8 後発品
内用薬 2329020F2023 マレイン酸イルソグラジ ４ｍｇ１錠 ガスロンＮ錠４ｍｇ 日本新薬 77
内用薬 2329020F2031 マレイン酸イルソグラジ ４ｍｇ１錠 セレガスロン錠４ 大洋薬品工業 26.5 後発品
内用薬 2329020F3020 マレイン酸イルソグラジ ２ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ 日本新薬 38
内用薬 2329021D1020 レバミピド ２０％１ｇ ムコスタ顆粒２０％ 大塚製薬 42.2
内用薬 2329021F1021 レバミピド １００ｍｇ１錠 ムコスタ錠１００ 大塚製薬 22.1
内用薬 2329022H1043 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラール錠２０ アストラゼネカ 188.5
内用薬 2329022H1051 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 188.5
内用薬 2329022H1060 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オブランゼ錠２０ 大洋薬品工業 95.7 後発品
内用薬 2329022H1078 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプトロール錠２０ｍｇ 大正薬品工業 85.1 後発品
内用薬 2329022H1086 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 75 後発品
内用薬 2329022H1094 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０「ＳＷ」 メディサ新薬 119.7 後発品
内用薬 2329022H1108 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠「トーワ」２０ｍｇ 東和薬品 119.7 後発品
内用薬 2329022H1116 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「メルク」 マイラン製薬 95.7 後発品
内用薬 2329022H1124 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメラップ錠２０ 日医工 102.1 後発品
内用薬 2329022H1132 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 エンプラール錠２０ シオノケミカル 135.2 後発品
内用薬 2329022H1140 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 102.1 後発品
内用薬 2329022H1159 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプロトン錠２０ｍｇ 沢井製薬 102.1 後発品
内用薬 2329022H1167 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 95.7 後発品
内用薬 2329022H2023 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラール錠１０ アストラゼネカ 107.4
内用薬 2329022H2031 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 107.4
内用薬 2329022H2040 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オブランゼ錠１０ 大洋薬品工業 57.1 後発品
内用薬 2329022H2058 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠「トーワ」１０ｍｇ 東和薬品 69.3 後発品
内用薬 2329022H2066 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメラップ錠１０ 日医工 57.1 後発品
内用薬 2329022H2074 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 エンプラール錠１０ シオノケミカル 73.9 後発品
内用薬 2329022H2082 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 57.1 後発品
内用薬 2329022H2090 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０「ＳＷ」 メディサ新薬 69.3 後発品
内用薬 2329022H2104 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプロトン錠１０ｍｇ 沢井製薬 64 後発品
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 114.2
内用薬 2329023F1039 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 スタンゾームＯＤ錠１５ シオノケミカル 52.6 後発品
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 52.6 後発品
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 大洋薬品工業 52.6 後発品
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 199.4
内用薬 2329023F2035 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 スタンゾームＯＤ錠３０ シオノケミカル 96.7 後発品
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 93 後発品
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 大洋薬品工業 96.7 後発品
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 114.2
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 63.8 後発品
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 大洋薬品工業 49.8 後発品
内用薬 2329023M1054 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ラソプランカプセル１５ｍｇ 沢井製薬 73.8 後発品
内用薬 2329023M1062 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ラプラゾールカプセル１５ｍｇ 東和薬品 79.7 後発品
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 共和薬品工業 59 後発品
内用薬 2329023M1089 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソラールカプセル１５ 日医工 59 後発品
内用薬 2329023M1097 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル スタンゾームカプセル１５ シオノケミカル 56.3 後発品
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「ＭＥ メディサ新薬 59 後発品
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 高田製薬 49.8 後発品
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 199.4
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 110.5 後発品
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 大洋薬品工業 88.9 後発品
内用薬 2329023M2050 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ラソプランカプセル３０ｍｇ 沢井製薬 138 後発品
内用薬 2329023M2069 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ラプラゾールカプセル３０ｍｇ 東和薬品 138 後発品
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 共和薬品工業 96.3 後発品
内用薬 2329023M2085 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソラールカプセル３０ 日医工 101.6 後発品
内用薬 2329023M2093 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル スタンゾームカプセル３０ シオノケミカル 101.6 後発品
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「ＭＥ メディサ新薬 101.6 後発品
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 高田製薬 88.9 後発品
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 40.5
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 23
内用薬 2329025M1029 エンプロスチル ２５μｇ１カプセル カムリードカプセル２５ 田辺三菱製薬 53
内用薬 2329025M2025 エンプロスチル １２．５μｇ１カプセ

ル
カムリードカプセル１２．５ 田辺三菱製薬 30.5

内用薬 2329026D1031 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ ガストローム顆粒６６．７％ 田辺三菱製薬 27.8
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 84.3
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 47.2
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 184.7
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 338.4
内用薬 2329100A1047 臭化プロパンテリン・ク

ロロフィル配合剤
１ｇ メサフィリン末 サンノーバ 6.5

内用薬 2329101F1049 臭化プロパンテリン・ク
ロロフィル配合剤

１錠 メサフィリン錠 サンノーバ 6.2

内用薬 2329103F1056 塩酸ピペタナート含有配
合剤

１錠 ツルピネート 鶴原製薬 5.9 後発品

内用薬 2329104C1046 塩酸ピペタナート含有配
合剤

１ｇ グリモール 陽進堂 6.3

内用薬 2329104C1054 塩酸ピペタナート含有配
合剤

１ｇ ゲシュウル テイコクメ
ディックス

6.3 後発品

内用薬 2329104C1097 塩酸ピペタナート含有配
合剤

１ｇ パングリーンＰ イセイ 6.3 後発品

内用薬 2329104C1100 塩酸ピペタナート含有配
合剤

１ｇ ツルピネート細粒 鶴原製薬 6.3 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2329105D1038 塩酸ピペタナート含有配

合剤
１ｇ 複合エピサネートＧ顆粒 大洋薬品工業 8.3

内用薬 2329107D1029 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ コランチル顆粒 塩野義製薬 6.3

内用薬 2329107D1037 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ コサイチル顆粒 キョーリンリメ
ディオ

6 後発品

内用薬 2329107D1053 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ レスポリックス顆粒 鶴原製薬 6 後発品

内用薬 2329107D1061 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ アルゲルミン顆粒 東和薬品 6 後発品

内用薬 2329116R1033 アルギン酸ナトリウム １ｇ アルロイドＧ－ドライ 共成製薬 27.3
内用薬 2329116S1027 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルクレイン液 鶴原製薬 8.6 後発品
内用薬 2329116S1035 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルロイドＧ 共成製薬 20.5
内用薬 2329116S1043 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ サンメール内用液 東亜薬品 12 後発品
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 12 後発品
内用薬 2329118A1020 カンゾウ抽出物・メタケ

イ酸アルミン酸マグネシ
１ｇ ネオ・ユモール末 アルフレッサ

ファーマ
6.3

内用薬 2329119F1022 カンゾウ抽出物・メタケ
イ酸アルミン酸マグネシ

１錠 ネオユモール錠剤 アルフレッサ
ファーマ

6.1

内用薬 2329122C1028 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレミン細粒 ニプロファーマ 7.3 後発品

内用薬 2329122C1036 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレン・グルタミン細粒「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 7.3 後発品

内用薬 2329122D1031 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズクレニンＳ顆粒 長生堂製薬 7.1 後発品

内用薬 2329122D1040 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アルサズレン顆粒 扶桑薬品工業 7.5 後発品

内用薬 2329122D1058 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ウルクゾール顆粒 イセイ 6.9 後発品

内用薬 2329122D1074 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ガイサール顆粒 日医工 6.5 後発品

内用薬 2329122D1090 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ グリクラミン顆粒 協和医療開発 6.3 後発品

内用薬 2329122D1104 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ グリマック顆粒 メディサ新薬 7.6 後発品

内用薬 2329122D1112 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ グロリアミン顆粒 サンド 6.3 後発品

内用薬 2329122D1120 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ セダガストン顆粒 協和医療開発 8 後発品

内用薬 2329122D1147 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ トーワズレン顆粒 東和薬品 6.5 後発品

内用薬 2329122D1155 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ヒズレンＳ顆粒 辰巳化学 6.3 後発品

内用薬 2329122D1201 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ポドニンＳ顆粒 大洋薬品工業 7.1 後発品

内用薬 2329122D1252 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ マーズレンＳ顆粒 寿製薬 17.5

内用薬 2329122D1279 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ マドカロン顆粒 日本薬品工業 6.5 後発品

内用薬 2329122D1287 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ マナミンＧＡ顆粒 鶴原製薬 6.3 後発品

内用薬 2329122D1309 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ メサドリン－Ｓ顆粒 前田薬品工業 8 後発品

内用薬 2329122D1317 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ヨウズレンＳ顆粒 陽進堂 6.5 後発品

内用薬 2329122D1325 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ルフレン顆粒 マルコ製薬 8 後発品

内用薬 2329122F1024 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１錠 マーズレンＥＳ錠 寿製薬 22.4

内用薬 2329125B1026 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コーワ散 興和 6

内用薬 2331001X1010 含糖ペプシン １０ｇ 局 含糖ペプシン 24.4
内用薬 2331001X1036 含糖ペプシン １０ｇ 局 含糖ペプシン「エビス」 エビス製薬 27.3
内用薬 2331003X1019 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ 27.2
内用薬 2331003X1027 ジアスターゼ １０ｇ 局※ ジアスターゼ（岩城） 岩城製薬 31.9
内用薬 2331003X1035 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「エビス」 エビス製薬 34.1
内用薬 2331003X1043 ジアスターゼ １０ｇ 局　ジアスターゼ．ＯＩ オリエンタル薬

品工業
31.9

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 31.9
内用薬 2331003X1060 ジアスターゼ １０ｇ 局※ ジアスターゼ（小堺） 小堺製薬 29.9
内用薬 2331003X1078 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「三恵」 三恵薬品 29.9
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 31.9
内用薬 2331003X1108 ジアスターゼ １０ｇ 局 「純生」ジアス 純生薬品工業 33.4
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 34.1
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 31.9
内用薬 2331003X1159 ジアスターゼ １０ｇ 局※ ジアスターゼ（丸石） 丸石製薬 31.9
内用薬 2331003X1183 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ．ＹＩ 山田製薬 31.9
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 31.9
内用薬 2331003X1230 ジアスターゼ １０ｇ 局※ ジアスターゼ（日興製薬） 日興製薬 29.9
内用薬 2331003X1248 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 31.9
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 31.9
内用薬 2331005A1023 アスペルギルス属菌由来

消化酵素
１ｇ タカヂアスターゼ 第一三共 6.3

内用薬 2331006X1012 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン 8
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 8.7
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 8.1
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 8.7
内用薬 2332001X1017 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母 28.2
内用薬 2332001X1068 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母「ホエイ」 マイラン製薬 35.9
内用薬 2332001X1076 乾燥酵母 １０ｇ 局※ 乾燥酵母（山善） 山善製薬 31.3
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
40.9

内用薬 2333001X1014 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ 18.9
内用薬 2333001X1030 苦味チンキ １０ｍＬ 局　苦味チンキ．ＯＹ オリエンタル薬

品工業
19.3



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2333001X1103 苦味チンキ １０ｍＬ 局※ 苦味チンキ（東豊） 東豊薬品 19.3
内用薬 2333001X1111 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ〈ハチ〉 東洋製薬化成 19.3
内用薬 2333001X1162 苦味チンキ １０ｍＬ 局※ 苦味チンキ（丸石） 丸石製薬 19.3
内用薬 2333001X1197 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「ヤクハン」 ヤクハン製薬 19.3
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 23.8
内用薬 2333003B1032 センブリ １ｇ ※ センブリ散（純生） 純生薬品工業 6.4 後発品
内用薬 2333003B1040 センブリ １ｇ ※ センブリ散（当薬散）（小堺） 小堺製薬 6.3 後発品
内用薬 2333003B1059 センブリ １ｇ ※ センブリ散（丸石） 丸石製薬 6.3
内用薬 2333004Q1013 トウヒ １０ｍＬ 局 トウヒシロップ 14.2
内用薬 2333004S1010 トウヒチンキ １ｍＬ 局 トウヒチンキ 6
内用薬 2333005B1015 ホミカ １ｇ 局 ホミカエキス散 8
内用薬 2333005B1066 ホミカ １ｇ 局 ホミカエキス散 シオエ シオエ製薬 8.5
内用薬 2333005X1012 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス 12.2
内用薬 2333006X1017 ホミカチンキ １０ｍＬ 局 ホミカチンキ 22
内用薬 2334001X1011 ケイヒ油 １ｍＬ 局 ケイヒ油 10.5
内用薬 2335001X1019 希塩酸 １０ｍＬ 局 希塩酸 9.2
内用薬 2339003B1079 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ カラシミーゼ 鶴原製薬 20.9 後発品
内用薬 2339003B1087 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ ガランターゼ散 田辺三菱製薬 50.3
内用薬 2339003B1125 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ デミナーゼ散 扶桑薬品工業 22.8 後発品
内用薬 2339003B1168 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ ラクチーム散 わかもと製薬 20.9 後発品
内用薬 2339003B1184 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ ラクチーム散５０％ わかもと製薬 20.9 後発品
内用薬 2339003D1029 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ オリザチーム顆粒 ヤクルト本社 41.3 後発品
内用薬 2339004C1028 チラクターゼ ５０％１ｇ ミルラクト細粒 塩野義製薬 75.4
内用薬 2339004C1036 チラクターゼ ５０％１ｇ ミルラクト細粒５０％ 塩野義製薬 75.4
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 6.3

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 6.3

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 6.3 後発品

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 6.3

内用薬 2339106B1011 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散 8
内用薬 2339106B1038 センブリ・重曹 １ｇ 局 健胃散「マルピー」 大日本住友製薬 8.8
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 8.8
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 8.8
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 8.8
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 8.8
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 8.8
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 6.3

内用薬 2339108F1047 センブリ・重曹 １錠 ※ 健胃錠（大日本） 大日本住友製薬 6.1
内用薬 2339113D1020 サナクターゼ配合剤 １ｇ エクセラーゼ顆粒 明治製菓 11.2 後発品
内用薬 2339114F1026 サナクターゼ配合剤 １錠 エクセラーゼ錠 明治製菓 6.1 後発品
内用薬 2339114M1025 サナクターゼ配合剤 １カプセル エクセラーゼカプセル 明治製菓 6.1 後発品
内用薬 2339137D1026 納豆菌配合消化酵素製剤 １ｇ コンクチームＮ エムジーファー

マ
6.3 後発品

内用薬 2339143X1028 サンプローゼ配合剤 １カプセル シバラーゼＳ 東邦新薬 6.1 後発品
内用薬 2339145D1020 モルシン配合剤 １ｇ ストミラーゼ顆粒 大日本住友製薬 16.2
内用薬 2339146M1025 モルシン配合剤 １カプセル ストミラーゼカプセル 大日本住友製薬 6.4
内用薬 2339147F1020 タカヂアスターゼ配合剤 １錠 タカプレックス錠 第一三共 5.9
内用薬 2339148B1023 タカヂアスターゼ配合剤 １ｇ タカプレックス（重質） 第一三共 11.2
内用薬 2339149M1037 ジアスターゼ配合剤 １カプセル タフマックＥカプセル 小野薬品工業 6.9
内用薬 2339150D1021 ジアスターゼ配合剤 １ｇ タフマックＥ顆粒 小野薬品工業 12.9
内用薬 2339151C1020 納豆菌配合消化酵素製剤 １ｇ 新ドライアーゼ マイラン製薬 6.4
内用薬 2339154X1026 サンプローゼ配合剤 １錠 ハイパーチーム 東邦新薬 6.1 後発品
内用薬 2339159M1022 ビオヂアスターゼ１００

０配合剤
１カプセル フェルターゼカプセル 佐藤薬品工業 6.5 後発品

内用薬 2339161P1026 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル フェンラーゼＳ 日医工 6.1 後発品

内用薬 2339161P1034 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル フェンラーゼカプセル 日医工 6.1 後発品

内用薬 2339163D1029 膵臓性消化酵素配合剤 １ｇ ベリチーム顆粒 塩野義製薬 13.9
内用薬 2339164M1023 膵臓性消化酵素配合剤 １カプセル ベリチームカプセル 塩野義製薬 7
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 17.1
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 8.9
内用薬 2339177B1020 タカヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ Ｓ・Ｍ散 第一三共 6.3

内用薬 2339178B1024 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＮＩＭ散 日医工 5.7 後発品
内用薬 2339178B1040 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＨＭ散 小西製薬 5.7 後発品
内用薬 2339178B1059 ジアスターゼ・生薬配合

剤
１ｇ ＯＭ散 オリエンタル薬

品工業
5.7 後発品

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 6.3 後発品

内用薬 2339180B1021 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＦＫ散 扶桑薬品工業 6.3
内用薬 2339181B1026 ビオヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ Ｍ・Ｍ散 日新製薬（山

形）
6.3

内用薬 2339182B1020 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＯＭ散２号 大正薬品工業 5.7
内用薬 2339183B1025 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ 大原胃腸薬（散） 大正薬品工業 5.7
内用薬 2339185B1024 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＫＭ散 東和薬品 6.3
内用薬 2339186A1031 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ケーテー散 中外製薬 6.3
内用薬 2339187B1023 カンゾウ末配合剤 １ｇ つくしＡ・Ｍ散 富山化学工業 6.3
内用薬 2339188B1028 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＴＭ散 マイラン製薬 6.3
内用薬 2339189B1022 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ピーマーゲン散ショーワ 昭和薬品化工 6.3 後発品
内用薬 2339189B1030 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ リーダイＭ末 大洋薬品工業 6.3 後発品
内用薬 2339189B1057 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＹＤ胃散 陽進堂 6.3 後発品
内用薬 2339193B1029 ビオヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ ＹＭ散「イセイ」 イセイ 6.3

内用薬 2339194B1023 胃粘膜抽出物・シアノコ
バラミン

１ｇ ガストロピロール 興和 9.6

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 6.3

内用薬 2339198M1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル セブンイー・Ｐ 科研製薬 6.2 後発品

内用薬 2339198M1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル セブンイー・Ｐカプセル 科研製薬 6.2 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2339205D1024 ビオヂアスターゼ１００

０配合剤
１ｇ アリーゼＮ顆粒 前田薬品工業 7.9 後発品

内用薬 2339205M1024 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル アリーゼＮカプセル 前田薬品工業 6.1 後発品

内用薬 2339206F1038 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１錠 アリーゼＳ錠 前田薬品工業 6.1 後発品

内用薬 2339206F1046 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１錠 サニアーゼ イセイ 6.1 後発品

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 6.1 後発品

内用薬 2339214M1023 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル ヨウラーゼＦカプセル 陽進堂 6.1 後発品

内用薬 2339218M1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル ヨウラーゼＳカプセル 陽進堂 6.1 後発品

内用薬 2339219F1027 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 ヨウリターゼＡ錠 陽進堂 6.1 後発品

内用薬 2339225D1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ヨウラーゼＥ顆粒 陽進堂 9.7 後発品

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 10.2 後発品

内用薬 2339229D1020 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ハイフルＧ顆粒 丸石製薬 13.4 後発品

内用薬 2339230D1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ パスターゼＳＡ顆粒 長生堂製薬 10.1 後発品

内用薬 2339231D1027 ジアスターゼ配合剤 １ｇ プチトラーゼ顆粒 日医工 9 後発品
内用薬 2339234F1021 ビオヂアスターゼ２００

０配合剤
１錠 エンテラーゼ錠 前田薬品工業 6.1 後発品

内用薬 2339235F1026 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 オーネスＳＴ錠 鶴原製薬 6.1 後発品

内用薬 2339241F1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 ボルトミーＣ錠 全星薬品工業 5.9 後発品

内用薬 2339241F1030 配合剤 １錠 タンチパン錠 大洋薬品工業 5.9 後発品
内用薬 2339244M1024 ビオヂアスターゼ２００

０配合剤
１カプセル オーネスＳＰカプセル 鶴原製薬 6.1 後発品

内用薬 2339249M1027 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル タンチパンＳカプセル 大洋薬品工業 6.1 後発品

内用薬 2339250M1020 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル ナセルポンＳＡカプセル 佐藤薬品工業 6.1 後発品

内用薬 2339251M1024 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル ネオ・エフラーゼカプセル シオエ製薬 6.1 後発品

内用薬 2339255M1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル オーネスＳＺカプセル 鶴原製薬 6.1 後発品

内用薬 2339257D1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ サニアーゼＧ顆粒 イセイ 7.6 後発品

内用薬 2339257M1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル サニアーゼＰカプセル イセイ 6.1 後発品

内用薬 2339258D1026 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ マックターゼ顆粒 沢井製薬 10 後発品

内用薬 2339259F1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 マックターゼ錠Ｓ 沢井製薬 6.1 後発品

内用薬 2339262D1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ オーネスＮ顆粒 鶴原製薬 18.1 後発品

内用薬 2339263B1026 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ ＭＭＤ散 吉田製薬 6.3 後発品

内用薬 2339264B1020 カンゾウ末配合剤 １ｇ エヌ・エス散 日新製薬（山
形）

6.3 後発品

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 24.9
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 11.9
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 8

内用薬 2343005C1149 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局　ドライ・ゲル細粒 シオエ製薬 8.7

内用薬 2343005C1165 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局　「ヨシダ」ゲル細粒 吉田製薬 8.7

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 8.7

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 8

内用薬 2343006B1024 合成ヒドロタルサイト ９８％１ｇ サモールＮ マイラン製薬 6.3 後発品
内用薬 2343007C1024 メタケイ酸アルミン酸マ

グネシウム
１ｇ スピーゲル 扶桑薬品工業 6.3

内用薬 2343007C1040 メタケイ酸アルミン酸マ
グネシウム

１ｇ メタスタミン 丸石製薬 6.3 後発品

内用薬 2344001X1018 ケイ酸マグネシウム １０ｇ 局 ケイ酸マグネシウム 8.4
内用薬 2344002X1012 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム 8.4
内用薬 2344002X1020 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「エビス」 エビス製薬 11.2
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 14.7
内用薬 2344002X1063 酸化マグネシウム １０ｇ 局※ 酸化マグネシウム（小堺） 小堺製薬 14.7
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 11.2
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 11.9
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 13.2
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 10.7
内用薬 2344002X1128 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「メタル」 中北薬品 10.7
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 12.7
内用薬 2344002X1144 酸化マグネシウム １０ｇ 局※ 酸化マグネシウム（丸石） 丸石製薬 14.7
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 11.9
内用薬 2344002X1187 酸化マグネシウム １０ｇ 局 「純生」軽カマ 純生薬品工業 13.2
内用薬 2344002X1217 酸化マグネシウム １０ｇ 局※ 酸化マグネシウム（日興製薬） 日興製薬 10
内用薬 2344002X1241 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重カマ「ヨシダ」 吉田製薬 14.7
内用薬 2344002X1250 酸化マグネシウム １０ｇ 局 「純生」重カマ 純生薬品工業 14.7
内用薬 2344002X1276 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質カマグＧ「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 14.7
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 11.9
内用薬 2344002X1292 酸化マグネシウム １０ｇ 局　重質酸化マグネシウム．ＯＩ オリエンタル薬

品工業
11.9

内用薬 2344003F1020 水酸化マグネシウム ３５０ｍｇ１錠 ミルマグ錠 エムジーファー
マ

6.1



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2344003S1028 水酸化マグネシウム ７％１０ｍＬ ミルマグ エムジーファー

マ
19.6

内用薬 2344004X1011 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム 8.4
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 9.2
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 9.2
内用薬 2344005F1037 炭酸水素ナトリウム ５００ｍｇ１錠 重曹錠５００ｍｇ「メルク」 マイラン製薬 6.1 後発品
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 6.1 後発品
内用薬 2344006X1010 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム 9.7
内用薬 2344006X1029 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム「エビス」 エビス製薬 13.3
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 13.3
内用薬 2344006X1070 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 「純生」炭マ 純生薬品工業 12.4
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 12.4
内用薬 2344006X1169 炭酸マグネシウム １０ｇ 局※ 炭酸マグネシウム（日興製薬） 日興製薬 12.4
内用薬 2344006X1193 炭酸マグネシウム １０ｇ 局　重質炭酸マグネシウム．ＯＹ オリエンタル薬

品工業
12.4

内用薬 2344007X1015 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム 8.4
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 9.2
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 9.2
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 9.2
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 9.2
内用薬 2344008F1022 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠（旭化成） 旭化成ファーマ 6.1 後発品
内用薬 2344008F1049 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠「タイヨー」５００ 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2344008F1057 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠「ヨシダ」５００ｍｇ 吉田製薬 6.1 後発品
内用薬 2344008F1065 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠５００「ＫＮ」 小林化工 6.1 後発品
内用薬 2344008F1073 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠（陽進）５００ｍｇ 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 2344008F2029 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 炭カル錠「ヨシダ」２５０ｍｇ 吉田製薬 6.1 後発品
内用薬 2344008F2037 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 炭カル錠「タイヨー」２５０ 大洋薬品工業 6.1 後発品
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 15.2 後発品
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 6.1 後発品
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 6.1 後発品
内用薬 2344009F1043 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 カイマックス錠２５０ｍｇ 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2344009F1051 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ＴＸ」 トライックス 6.1 後発品
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 6.1 後発品
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 6.1 後発品
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 6.1 後発品
内用薬 2344009F2040 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 カイマックス錠３３０ｍｇ 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2344009F2058 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ＴＸ」 トライックス 6.1 後発品
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 6.1 後発品
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 6.1 後発品
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 6.1 後発品
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 6.1 後発品
内用薬 2349100X1042 水酸化アルミニウムゲ

ル・水酸化マグネシウム
１０ｍＬ アクアスチン液 富士カプセル 10.3 後発品

内用薬 2349100X1077 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ サクロフト内用液 大正薬品工業 10.3 後発品

内用薬 2349100X1085 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ タイメック液 大洋薬品工業 13.8 後発品

内用薬 2349100X1093 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Ｓ 日新製薬（山
形）

10.3 後発品

内用薬 2349100X1107 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト液 テイコクメ
ディックス

13.8 後発品

内用薬 2349100X1123 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マルファ液 東洋製薬化成 20.6 後発品

内用薬 2349100X1140 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト液Ｕ テイコクメ
ディックス

13.8 後発品

内用薬 2349101D1024 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マーロックス懸濁内服用 サノフィ・アベ
ンティス

21.1 後発品

内用薬 2349101D1032 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マックメット懸濁内服用 沢井製薬 7.4 後発品

内用薬 2349101D1040 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ クリメラン懸濁用 高田製薬 7.4 後発品

内用薬 2349101D1059 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内服用 長生堂製薬 6.3 後発品

内用薬 2349101D1067 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ タイメック懸濁内服用 大洋薬品工業 6.5 後発品

内用薬 2349101D1075 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マルペリス懸濁内服用 サンド 8.3 後発品

内用薬 2349101D1083 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ リタロクス懸濁内服用 鶴原製薬 6.3 後発品

内用薬 2349101D1091 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内服用 陽進堂 6.3 後発品

内用薬 2349101D1105 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マーレッジ懸濁内服用 東和薬品 6.5 後発品

内用薬 2349101D1113 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マルファ顆粒懸濁用 東洋製薬化成 21 後発品

内用薬 2349101D1121 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ サクロフト懸濁用 大正薬品工業 6.3 後発品

内用薬 2349101D1130 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ディクアノン懸濁内服用 日新製薬（山
形）

6.3 後発品

内用薬 2349101D1148 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ハイリース懸濁内服用 イセイ 6.5 後発品

内用薬 2349102X1025 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ アシドレス液 中北薬品 10.9 後発品

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（司生堂） 司生堂製薬 14.6 後発品
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 6.3
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 7.6 後発品
内用薬 2354002F2036 センナエキス ８０ｍｇ１錠 ヨーヤクール錠８０ 大洋薬品工業 6.2 後発品
内用薬 2354003D2021 センノシド ８％１ｇ ソルドールＥ顆粒 ジェイドルフ製

薬
14.2 後発品

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 15.5 後発品
内用薬 2354003F2057 センノシド １２ｍｇ１錠 センナリド錠 サンド 5.5 後発品
内用薬 2354003F2065 センノシド １２ｍｇ１錠 センナル錠 陽進堂 5.5 後発品
内用薬 2354003F2073 センノシド １２ｍｇ１錠 センノサイド錠「サワイ」 沢井製薬 5.5 後発品
内用薬 2354003F2081 センノシド １２ｍｇ１錠 ※ センノサイド錠（大正薬品） 大正薬品工業 5.5 後発品
内用薬 2354003F2090 センノシド １２ｍｇ１錠 センノサイド錠「ナカノ」 大洋薬品工業 5.5 後発品
内用薬 2354003F2103 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルダナ 堀井薬品工業 5.5 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2354003F2111 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルドールＥ ジェイドルフ製

薬
5.5 後発品

内用薬 2354003F2146 センノシド １２ｍｇ１錠 プルゼニド錠 ノバルティス
ファーマ

5.9

内用薬 2354003F2162 センノシド １２ｍｇ１錠 リタセンド 鶴原製薬 5.5 後発品
内用薬 2354003F2189 センノシド １２ｍｇ１錠 プルノサイド錠１２ｍｇ 辰巳化学 5.5 後発品
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 5.5 後発品
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 5.5 後発品
内用薬 2354003F2219 センノシド １２ｍｇ１錠 ラキソロン錠１２ｍｇ 高田製薬 5.5 後発品
内用薬 2354003F2227 センノシド １２ｍｇ１錠 ペンクルシン錠１２ｍｇ 東和薬品 5.5 後発品
内用薬 2354003F2235 センノシド １２ｍｇ１錠 セネバクール錠１２ｍｇ 生晃栄養薬品 5.5 後発品
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 5.5 後発品
内用薬 2354003S1024 センノシド ２．４％１ｍＬ ※ センノサイド液（大正薬品） 大正薬品工業 9.4 後発品
内用薬 2355001X1011 硫酸カリウム １０ｇ 局 硫酸カリウム 13.7
内用薬 2355002X1016 硫酸マグネシウム １０ｇ 局 硫酸マグネシウム 8
内用薬 2355002X1040 硫酸マグネシウム １０ｇ 局　硫酸マグネシウム．ＯＩ オリエンタル薬

品工業
8.6

内用薬 2355002X1083 硫酸マグネシウム １０ｇ 局 硫酸マグネシウム「トミタ」 富田製薬 8.6
内用薬 2355002X1091 硫酸マグネシウム １０ｇ 局※ 硫酸マグネシウム（山善） 山善製薬 8.6
内用薬 2355002X1105 硫酸マグネシウム １０ｇ 局 硫酸マグネシウム「ヤクハン」 ヤクハン製薬 8.6
内用薬 2356001X1019 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油 12.2
内用薬 2356001X1027 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「エビス」 エビス製薬 15.4
内用薬 2356001X1043 ヒマシ油 １０ｍＬ 局　ヒマシ油．ＯＹ オリエンタル薬

品工業
15.4

内用薬 2356001X1060 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油 シオエ シオエ製薬 14.4
内用薬 2356001X1124 ヒマシ油 １０ｍＬ 局※ ヒマシ油（東海製薬） 東海製薬 14.4
内用薬 2356001X1140 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油ＦＭ フヂミ製薬所 15.4
内用薬 2356001X1159 ヒマシ油 １０ｍＬ 局※ ヒマシ油（丸石） 丸石製薬 15.4
内用薬 2356001X1183 ヒマシ油 １０ｍＬ 局※ ヒマシ油（山善） 山善製薬 15.4
内用薬 2356001X1248 ヒマシ油 １０ｍＬ 局※ ヒマシ油（日興製薬） 日興製薬 14.4
内用薬 2356001X1264 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「ヨシダ」 吉田製薬 15.4
内用薬 2356002X1013 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油 13.9
内用薬 2356002X1021 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油「エビス」 エビス製薬 14.9
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 14.9
内用薬 2356002X1072 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油 シオエ シオエ製薬 14.9
内用薬 2356002X1080 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 「純生」加香ヒマシ油 純生薬品工業 14.9
内用薬 2356002X1145 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油ＦＭ フヂミ製薬所 14.9
内用薬 2356002X1153 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局※ 加香ヒマシ油（丸石） 丸石製薬 14.9
内用薬 2356002X1188 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局※ 加香ヒマシ油（山善） 山善製薬 16.1
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 8
内用薬 2359002D1027 カルメロースナトリウム １ｇ バルコーゼ サンノーバ 6.3
内用薬 2359005D1020 ピコスルファートナトリ

ウム
１％１ｇ ピコダルム顆粒 日新製薬（山

形）
26.6 後発品

内用薬 2359005D1055 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ ヨーピス顆粒 イセイ 10.9 後発品

内用薬 2359005D1080 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ パンホデール顆粒１％ ニプロジェネ
ファ

14.3 後発品

内用薬 2359005F1030 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ピコベン錠 日本ユニバーサ
ル薬品

6.1 後発品

内用薬 2359005F1048 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ラキソベロン錠 帝人ファーマ 10.8

内用薬 2359005F1056 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 コンスーベン錠 鶴原製薬 6.1 後発品

内用薬 2359005F1080 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ヨーピス錠 イセイ 6.1 後発品

内用薬 2359005F1110 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 アペリール錠２．５ 日医工 6.1 後発品

内用薬 2359005F1129 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ファースルー錠 伏見製薬所 6.1 後発品

内用薬 2359005F1137 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 シンラック錠２．５ 岩城製薬 6.1 後発品

内用薬 2359005F1145 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 スルチミン錠２．５ｍｇ 沢井製薬 6.1 後発品

内用薬 2359005F1153 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ピコスロン錠２．５ｍｇ テイコクメ
ディックス

6.1 後発品

内用薬 2359005F2028 ピコスルファートナトリ
ウム

１ｍｇ１錠 チャルドール錠１ｍｇ 大洋薬品工業 5.9 後発品

内用薬 2359005F3032 ピコスルファートナトリ
ウム

７．５ｍｇ１錠 シンラック錠７．５ 岩城製薬 8.1 後発品

内用薬 2359005M1039 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１カプセル ピコルーラカプセル 日本薬品工業 6.4 後発品

内用薬 2359005M1047 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１カプセル ピコスルファットカプセル 東洋カプセル 6.4 後発品

内用薬 2359005M1071 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１カプセル ピコスルファットカプセル２．５ｍｇ 東洋カプセル 6.4 後発品

内用薬 2359005R1028 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ スナイリンドライシロップ アボットジャパ
ン

31.3 後発品

内用薬 2359005R1060 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムＤＳ「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 23.4 後発品

内用薬 2359005R1079 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ フルレールＤＳ１％ 高田製薬 21.7 後発品

内用薬 2359005R1087 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ アペリールドライシロップ１％ 日医工 13.3 後発品

内用薬 2359005S1020 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ シンラック液 岩城製薬 14.2 後発品

内用薬 2359005S1038 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ チャルドール液 大洋薬品工業 14.2 後発品

内用薬 2359005S1070 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ヨーピス液 イセイ 13.2 後発品

内用薬 2359005S1089 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ラキソセリン液 長生堂製薬 10.8 後発品

内用薬 2359005S1097 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ラキソデート液 小林化工 13.2 後発品

内用薬 2359005S1100 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ラキソベロン液 帝人ファーマ 30.9



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2359005S1119 ピコスルファートナトリ

ウム
０．７５％１ｍＬ コンスーベン液 鶴原製薬 10.8 後発品

内用薬 2359005S1151 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ファレスタック液０．７５％ 東和薬品 11.9 後発品

内用薬 2359005S1160 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ フルレール内用液０．７５％ ローマン工業 14.2 後発品

内用薬 2359005S1178 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ベルベロン内用液０．７５％ マルコ製薬 10.8 後発品

内用薬 2359102X1021 センナ・センナ実 １ｇ アローゼン ポーラファルマ 8.6
内用薬 2359102X1056 センナ・センナ実 １ｇ ピムロ顆粒 摩耶堂製薬 6.3 後発品
内用薬 2359102X1064 センナ・センナ実 １ｇ セリナリート顆粒 シオノケミカル 6.3 後発品
内用薬 2359103X1026 ダイオウ・センナ配合剤 １錠 セチロ ジェイドルフ製

薬
6.1

内用薬 2359106B1022 複方カンゾウ １ｇ 複方甘草散「スズ」 鈴粉末薬品 6 後発品
内用薬 2359106B1030 複方カンゾウ １ｇ ※ 複方カンゾウ散（純生） 純生薬品工業 6 後発品
内用薬 2359108F1031 ジオクチルソジウムスル

ホサクシネート・カサン
スラノ

１錠 ビーマスＳ錠 日本臓器製薬 6.1

内用薬 2359108F1040 ジオクチルソジウムスル
ホサクシネート・カサン
スラノ

１錠 ベンコール マルコ製薬 6.1 後発品

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 6.7 後発品
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 7.6 後発品
内用薬 2362001D1060 ウルソデオキシコール酸 ５％１ｇ ウルソ顆粒５％ 田辺三菱製薬 8.8
内用薬 2362001D1079 ウルソデオキシコール酸 ５％１ｇ レプター顆粒５％ 扶桑薬品工業 6.3 後発品
内用薬 2362001F1037 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ゴクミシン錠５０ ニプロジェネ

ファ
6.1 後発品

内用薬 2362001F1045 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルデックス 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2362001F1053 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 レプター錠５０ 扶桑薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2362001F1061 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルデナシン錠５０ 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2362001F1070 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルサミック錠５０ ニプロファーマ 6.1 後発品
内用薬 2362001F1088 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 8.8
内用薬 2362001F2033 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 シキコール錠 全星薬品工業 6.6 後発品
内用薬 2362001F2041 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルデストン錠１００ 東和薬品 6.5 後発品
内用薬 2362001F2050 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ゴクミシン錠１００ ニプロジェネ

ファ
6.2 後発品

内用薬 2362001F2068 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 レプター錠１００ 扶桑薬品工業 6.2 後発品
内用薬 2362001F2084 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルデナシン錠１００ 大洋薬品工業 6.2 後発品
内用薬 2362001F2122 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルサミック錠１００ ニプロファーマ 6.2 後発品
内用薬 2362001F2130 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ブラウエ錠１００ｍｇ 陽進堂 6.2 後発品
内用薬 2362001F2149 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソ錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 13.8
内用薬 2362001F2157 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 プレコート錠１００ｍｇ 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 2362001F2165 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウビロン錠１００ｍｇ メディサ新薬 6.6 後発品
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 20.9
内用薬 2369001F1020 アネトールトリチオン １２．５ｍｇ１錠 アテネントール 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 2369001F1070 アネトールトリチオン １２．５ｍｇ１錠 フェルビテン錠 日本新薬 11.6
内用薬 2369001F1089 アネトールトリチオン １２．５ｍｇ１錠 フェルビテン錠１２．５ｍｇ 日本新薬 11.6
内用薬 2369003C1022 トレピブトン １０％１ｇ スパカール細粒 大原薬品工業 42.1
内用薬 2369003F1029 トレピブトン ４０ｍｇ１錠 スパカール錠 大原薬品工業 20.7
内用薬 2369004M1022 ヒメクロモン ２００ｍｇ１カプセル エーデシン・Ｃ 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 2369004M1065 ヒメクロモン ２００ｍｇ１カプセル トリデモン イセイ 6.1 後発品
内用薬 2391001F1020 塩酸オンダンセトロン ２ｍｇ１錠 ゾフラン錠２ グラクソ・スミ

スクライン
930.8

内用薬 2391001F2027 塩酸オンダンセトロン ４ｍｇ１錠 ゾフラン錠４ グラクソ・スミ
スクライン

1513.1

内用薬 2391001Q1021 塩酸オンダンセトロン ０．０５％１ｍＬ ゾフランシロップ グラクソ・スミ
スクライン

363.3

内用薬 2391001Q1030 塩酸オンダンセトロン 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

363.3

内用薬 2391002C1037 塩酸グラニセトロン ２ｍｇ１包 カイトリル細粒０．４％ 中外製薬 1588.3
内用薬 2391002F1025 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１錠 カイトリル錠１ｍｇ 中外製薬 870.3
内用薬 2391002F2021 塩酸グラニセトロン ２ｍｇ１錠 カイトリル錠２ｍｇ 中外製薬 1571.4
内用薬 2391003M1029 塩酸トロピセトロン ５ｍｇ１カプセル ナボバンカプセル５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
1895.9

内用薬 2391004F1024 塩酸ラモセトロン ０．１ｍｇ１錠 ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ アステラス製薬 1602.6
内用薬 2391005F1029 塩酸アザセトロン １０ｍｇ１錠 セロトーン錠１０ｍｇ 日本たばこ産業 1582.2
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
1534.3

内用薬 2391007F1028 塩酸インジセトロン ８ｍｇ１錠 シンセロン錠８ｍｇ 日清キョーリン
製薬

1622.8

内用薬 2392001Q1029 トコン ３０ｍＬ１瓶 局 トコンシロップ「ツムラ」 ツムラ 1576.4
内用薬 2399001F1029 アカメガシワエキス １３５ｍｇ１錠 マロゲン錠 日本新薬 6.5
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 6.5
内用薬 2399004C1042 メトクロプラミド ２％１ｇ プラミール細粒 ナガセ医薬品 6.3 後発品
内用薬 2399004C1050 メトクロプラミド ２％１ｇ プリンペラン細粒 アステラス製薬 16.9
内用薬 2399004C1069 メトクロプラミド ２％１ｇ フォリクロン細粒 鶴原製薬 6.3 後発品
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 16.9
内用薬 2399004D1048 メトクロプラミド ２％１ｇ ペラプリン顆粒２％ 大洋薬品工業 6.3 後発品
内用薬 2399004F1030 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 エリーテン錠 日本化薬 5.7 後発品
内用薬 2399004F1081 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 プラミール錠 ナガセ医薬品 5.7 後発品
内用薬 2399004F1103 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 プリンペラン錠 アステラス製薬 6.4
内用薬 2399004F1146 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 プリンパール錠 沢井製薬 5.7 後発品
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 5.7 後発品
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 5.7 後発品
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 5.7 後発品
内用薬 2399004F1189 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 ペラプリン錠５ｍｇ 大洋薬品工業 5.7 後発品
内用薬 2399004F1197 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 プリンパール錠５ｍｇ 沢井製薬 5.7 後発品
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 6.4
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 6.1 後発品
内用薬 2399004Q1031 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ プラミール・シロップ ナガセ医薬品 23.1 後発品
内用薬 2399004Q1040 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ プリンペランシロップ アステラス製薬 35.9
内用薬 2399004Q1074 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ フォリクロンシロップ 鶴原製薬 10.7 後発品
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％ 大洋薬品工業 12.4 後発品
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 35.9
内用薬 2399005C1020 ドンペリドン １％１ｇ ナウゼリン細粒１％ 協和醗酵工業 21.1
内用薬 2399005F1027 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナウゼリン錠５ 協和醗酵工業 12.4



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2399005F1035 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ミオナゼリン錠５ 長生堂製薬 6.1 後発品
内用薬 2399005F1043 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ハドドリン錠「５」 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 2399005F2023 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウゼリン錠１０ 協和醗酵工業 19.4
内用薬 2399005F2031 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウザート錠１０ 大正薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2399005F2074 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ノーゼア錠１０ｍｇ 共和薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2399005F2082 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナシロビン錠１０ マルコ製薬 6.3 後発品
内用薬 2399005F2090 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ミオナゼリン錠１０ 長生堂製薬 6.1 後発品
内用薬 2399005F2104 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ペリゼリン錠１０ｍｇ 日医工 6.1 後発品
内用薬 2399005F2112 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 モンロビア錠１０ 日新製薬（山

形）
6.1 後発品

内用薬 2399005F2120 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ハドドリン錠「１０」 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 2399005F2139 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリン錠１０ メディサ新薬 6.1 後発品
内用薬 2399005F2147 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ジャックマール錠１０ 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 2399005F2163 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 セロベース錠１０ｍｇ 日本薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2399005F2198 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 フォリメジン錠１０ 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 2399005F2228 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ダリック錠１０ 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2399005F2260 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 6.3 後発品
内用薬 2399005F2279 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ペロリック錠１０ｍｇ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2399005R1015 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリドン１％シロップ用 8.1 後発品
内用薬 2399005R1023 ドンペリドン １％１ｇ ナウゼリンドライシロップ 協和醗酵工業 45.4
内用薬 2399005R1082 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリンＤＳ メディサ新薬 13.6 後発品
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％ 協和醗酵工業 45.4
内用薬 2399006C1033 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ トライシー細粒 大原薬品工業 10.4 後発品
内用薬 2399006C1050 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ セエルミート細粒 鶴原製薬 8.6 後発品
内用薬 2399006C1068 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ テフメチン細粒 小林化工 11.1 後発品
内用薬 2399006C1084 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ セレナメリン細粒 長生堂製薬 11.1 後発品
内用薬 2399006C1092 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ ペルキシール細粒 大正薬品工業 11.1 後発品
内用薬 2399006C1122 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ セレキノン細粒２０％ 田辺三菱製薬 36.4
内用薬 2399006C1130 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ セレナメリン細粒２０％ 長生堂製薬 11.1 後発品
内用薬 2399006C1149 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ ペルキシール細粒２０％ 大正薬品工業 11.1 後発品
内用薬 2399006F1072 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 サキオン錠 原沢製薬工業 6.2 後発品
内用薬 2399006F1080 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 サペスロン錠 イセイ 6.1 後発品
内用薬 2399006F1099 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 サルナチン錠 マルコ製薬 6.1 後発品
内用薬 2399006F1110 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 テフメチン錠 小林化工 6.1 後発品
内用薬 2399006F1129 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 トライシー錠 大原薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2399006F1145 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 トリキノシン錠 テイコクメ

ディックス
6.2 後発品

内用薬 2399006F1161 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ナルヒトン錠 大興製薬 6.2 後発品
内用薬 2399006F1170 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ニチマロン錠 日医工 6.1 後発品
内用薬 2399006F1218 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ブチキノン錠 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2399006F1226 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ベーエム錠 キョーリンリメ

ディオ
6.1 後発品

内用薬 2399006F1234 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ペルキシール錠 大正薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2399006F1242 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 マストリック錠 日新製薬（山

形）
6.1 後発品

内用薬 2399006F1277 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 メプタート錠 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2399006F1285 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 メブチット錠 沢井製薬 6.2 後発品
内用薬 2399006F1315 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 リーメント錠 日本薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2399006F1323 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 セエルミート錠 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 2399006F1331 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 セレキノン錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 20.1
内用薬 2399006F1340 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ネプテン錠１００ｍｇ ナガセ医薬品 6.2 後発品
内用薬 2399006F1358 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ピレマイン錠１００ｍｇ 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 2399006F1366 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 メブコロン錠１００ｍｇ 共和薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2399006F1374 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 サルナチン錠１００ｍｇ マルコ製薬 6.1 後発品
内用薬 2399006F1382 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ブチキノン錠１００ｍｇ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2399006F1390 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ペルキシール錠１００ｍｇ 大正薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2399006F1404 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 メブチット錠１００ｍｇ 沢井製薬 6.2 後発品
内用薬 2399008F1020 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 ガナトン錠５０ｍｇ アボットジャパ

ン
23.3

内用薬 2399009F1025 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 ペンタサ錠２５０ 日清キョーリン
製薬

59.4

内用薬 2399010B1026 クエン酸モサプリド １％１ｇ ガスモチン散 大日本住友製薬 43.7
内用薬 2399010F1028 クエン酸モサプリド ２．５ｍｇ１錠 ガスモチン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 12.7
内用薬 2399010F2024 クエン酸モサプリド ５ｍｇ１錠 ガスモチン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 22
内用薬 2399011C1026 ポリカルボフィルカルシ

ウム
８３．３％１ｇ コロネル細粒 アステラス製薬 34.5

内用薬 2399011C1034 ポリカルボフィルカルシ
ウム

８３．３％１ｇ ポリフル細粒 アボットジャパ
ン

34.5

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 22.4

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 アボットジャパ
ン

22.4

内用薬 2399012M1026 塩酸セビメリン水和物 ３０ｍｇ１カプセル エボザックカプセル３０ｍｇ 第一三共 130.1
内用薬 2399012M1034 塩酸セビメリン水和物 ３０ｍｇ１カプセル サリグレンカプセル３０ｍｇ 日本化薬 125.9
内用薬 2399013F1021 塩酸ピロカルピン ５ｍｇ１錠 サラジェン錠５ｍｇ キッセイ薬品工

業
130.7

内用薬 2399100F1022 塩酸ピペタナート・アカ
メガシワエキス

１錠 イリコロンＭ錠 日本新薬 6.1

内用薬 2420001F1024 唾液腺ホルモン １０ｍｇ１錠 パロチン錠１０ｍｇ あすか製薬 14.2
内用薬 2431001X1015 乾燥甲状腺 １ｇ 局 乾燥甲状腺 64.7
内用薬 2431001X1031 乾燥甲状腺 １ｇ 局 チラーヂン末 あすか製薬 85.4
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 9.7
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 12.9
内用薬 2431004B1020 レボチロキシンナトリウ ０．０１％１ｇ チラーヂンＳ散 あすか製薬 50.5
内用薬 2431004F1013 レボチロキシンナトリウ ５０μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.7
内用薬 2431004F2010 レボチロキシンナトリウ ２５μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.7
内用薬 2431004F3016 レボチロキシンナトリウ １００μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.7
内用薬 2432001F1017 チアマゾール ５ｍｇ１錠 局 チアマゾール錠 9.7
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 9.7
内用薬 2449003F1021 酢酸メテノロン ５ｍｇ１錠 プリモボラン錠５ｍｇ バイエル薬品 13.3
内用薬 2449006F2072 メスタノロン １０ｍｇ１錠 メサノロン錠 持田製薬 8.5
内用薬 2452001F1036 酢酸コルチゾン ２５ｍｇ１錠 コートン錠２５ｍｇ 萬有製薬 26.7
内用薬 2452002F1022 ヒドロコルチゾン １０ｍｇ１錠 コートリル錠 ファイザー 6.5
内用薬 2452003F1027 酢酸フルドロコルチゾン ０．１ｍｇ１錠 フロリネフ錠 ブリストル・マ

イヤーズ
377.6

内用薬 2454002F1035 デキサメタゾン ０．５ｍｇ１錠 デカドロン錠 萬有製薬 6.2



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
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」 大洋薬品工業 6.1
内用薬 2454002S1041 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デカドロンエリキシル 萬有製薬 4.2
内用薬 2454002S1050 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ ※ デキサメサゾンＥ（東和薬品） 東和薬品 1.7 後発品
内用薬 2454002S1076 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デキサメサゾンエリキシル「ニッシン」 日新製薬（山

形）
1.7 後発品

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

26.7

内用薬 2454004B1024 ベタメタゾン ０．１％１ｇ リネステロン散 扶桑薬品工業 21.8 後発品
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 34.6
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 21.8 後発品
内用薬 2454004F2057 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 リネステロン錠 扶桑薬品工業 6.4 後発品
内用薬 2454004F2081 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 6.4 後発品
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 17.4
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 6.4 後発品
内用薬 2454004Q1060 ベタメタゾン ０．０１％１ｍＬ ベタメタゾンシロップ０．０１％「サワイ」 沢井製薬 3.2 後発品
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 7.7
内用薬 2456001F1019 プレドニゾロン ５ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 9.7
内用薬 2456001F2015 プレドニゾロン １ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 8.2
内用薬 2456001F3011 プレドニゾロン ２．５ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 9.7
内用薬 2456001T1012 プレドニゾロン １ｇ 局 プレドニゾロン 1168.3
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 10
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 11.5
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 21.3
内用薬 2459100F1022 ベタメタゾン・ｄ－マレ

イン酸クロルフェニラミ
１錠 セレスタミン錠 シェリング・プ

ラウ
11.6

内用薬 2459100F1030 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 エンペラシン錠 メディサ新薬 6.1 後発品

内用薬 2459100F1049 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 クロコデミン錠 大正薬品工業 6.1 後発品

内用薬 2459100F1057 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 セレスターナ錠 小林化工 6.1 後発品

内用薬 2459100F1065 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ヒスタブロック錠 共和薬品工業 6.1 後発品

内用薬 2459100F1073 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ビヘルス錠 テイコクメ
ディックス

6.1 後発品

内用薬 2459100F1081 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 サクコルチン錠 日医工 6.1 後発品

内用薬 2459100F1090 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ベタセレミン錠 東和薬品 6.1 後発品

内用薬 2459100F1103 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 プラデスミン錠 大洋薬品工業 6.1 後発品

内用薬 2459100Q1023 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１ｍＬ セレスタミンシロップ シェリング・プ
ラウ

5.2

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 56.6
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 20
内用薬 2462001F3019 メチルテストステロン ５０ｍｇ１錠 局 メチルテストステロン錠 105.7
内用薬 2471001F1023 ホスフェストロール １００ｍｇ１錠 局 ホンバン錠１００ｍｇ 杏林製薬 82.9
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 43.5
内用薬 2475001F1014 エストリオール ０．１ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 9.7
内用薬 2475001F2010 エストリオール ０．５ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 15.4
内用薬 2475001F3017 エストリオール １ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 10.5
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 17.1
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 17.1
内用薬 2475001F3068 エストリオール １ｍｇ１錠 局 メリストラーク錠１ｍｇ 東和薬品 12.4
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 14
内用薬 2478001F1040 酢酸クロルマジノン ２ｍｇ１錠 ルトラール錠２ｍｇ 塩野義製薬 29
内用薬 2478001F2012 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 酢酸クロルマジノン２５ｍｇ錠 18 後発品
内用薬 2478001F2039 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 エフミン錠 富士製薬工業 35.7 後発品
内用薬 2478001F2179 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 プロスタール錠２５ あすか製薬 122.1
内用薬 2478001F2233 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 ロンステロン錠 日新製薬（山

形）
57.4 後発品

内用薬 2478001F2241 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 酢酸クロルマジノン錠２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 35.7 後発品
内用薬 2478001F2276 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 プロスタット錠２５ｍｇ 日本新薬 101.2 後発品
内用薬 2478001F2284 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 プレストロン錠２５ｍｇ ローマン工業 26.1 後発品
内用薬 2478001G1020 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 プロスタールＬ錠 あすか製薬 267.2
内用薬 2478001G1046 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 ゲシンＬ錠 小林化工 76.8 後発品
内用薬 2478001G1054 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 クロキナンＬ錠５０ｍｇ 三和化学研究所 55.7 後発品
内用薬 2478001G1062 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 ジルスタンＬ錠 東和薬品 76.8 後発品
内用薬 2478001G1070 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 アプタコールＬ錠 大洋薬品工業 76.8 後発品
内用薬 2478001G1100 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 プレストロン徐放錠５０ｍｇ ローマン工業 92.3 後発品
内用薬 2478001G1119 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 ゲシンＬ錠５０ｍｇ 小林化工 76.8 後発品
内用薬 2478001G1127 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 ジルスタンＬ錠５０ｍｇ 東和薬品 76.8 後発品
内用薬 2478002F1037 酢酸メドロキシプロゲス

テロン
２．５ｍｇ１錠 プロベラ ファイザー 30.1

内用薬 2478002F1045 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２．５ｍｇ１錠 メドキロン錠２．５ 東和薬品 10.6 後発品

内用薬 2478002F1053 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２．５ｍｇ１錠 ネルフィン錠２．５ ポーラファルマ 12.7 後発品

内用薬 2478002F1061 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２．５ｍｇ１錠 プロゲストン錠２．５ｍｇ 富士製薬工業 21.9 後発品

内用薬 2478002F2033 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

５ｍｇ１錠 ヒスロン錠５ 協和醗酵工業 40.6

内用薬 2478002F2050 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

５ｍｇ１錠 プロゲストン錠５ｍｇ 富士製薬工業 21.9 後発品

内用薬 2478002F3021 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２００ｍｇ１錠 ヒスロンＨ２００ ファイザー 342

内用薬 2478002F3048 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２００ｍｇ１錠 プロゲストン錠２００ 富士製薬工業 177.5 後発品

内用薬 2478003F1023 ジドロゲステロン ５ｍｇ１錠 局 デュファストン 第一三共 40.6
内用薬 2479002F1026 ノルエチステロン ５ｍｇ１錠 ノアルテン錠（５ｍｇ） 塩野義製薬 38.3
内用薬 2479002F1034 ノルエチステロン ５ｍｇ１錠 プリモルトＮ バイエル薬品 38.3
内用薬 2479003F2035 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 アランダール錠２５ 大正薬品工業 29.3 後発品
内用薬 2479003F2043 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 エルモラン錠２５ 沢井製薬 39.5 後発品
内用薬 2479003F2051 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 アロセリン錠２５ 富士製薬工業 43.3 後発品
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 66.8 後発品
内用薬 2479003F2094 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 コバレノール錠２５ 小林化工 27 後発品
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おける後発

医薬品
内用薬 2479003F2108 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 メイエストン錠２５ 東和薬品 39.5 後発品
内用薬 2479003F2132 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 サルミコール錠２５ ハイゾン製薬 27 後発品
内用薬 2479003F2140 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 パーセリン錠２５ｍｇ 日本オルガノン 129.6
内用薬 2479004F1033 結合型エストロゲン ０．６２５ｍｇ１錠 プレマリン錠０．６２５ｍｇ ワイス 12.9
内用薬 2479005F1038 プレグナンジオール ２μｇ１錠 ジオール錠２μｇ 田辺三菱製薬 6.3
内用薬 2482001F1027 エチニルエストラジオー

ル・酢酸エチノジオール
１錠 エデュレン ファイザー 15.4

内用薬 2482003F1026 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ソフィア－Ａ あすか製薬 8.3

内用薬 2482003F1042 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ビホープＡ錠 富士製薬工業 8.1 後発品

内用薬 2482004X1026 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ソフィア－Ｃ あすか製薬 13.8

内用薬 2482005F1033 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 ワイス 14.2

内用薬 2482006F1020 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ノアルテン－Ｄ錠 塩野義製薬 41.5

内用薬 2482007F1024 酢酸クロルマジノン・メ
ストラノール

１錠 ルテジオン錠 あすか製薬 29.1

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 14.2
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）
6.1 後発品

内用薬 2491001F5030 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリクロモン錠２５ 日医工 6.1 後発品
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 14.5
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 ニプロファーマ 6.1 後発品
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 6.1 後発品
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 13.6
内用薬 2491001F5102 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 バスドリンＦ錠２５ 小林化工 6.1 後発品
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 6.1 後発品
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 14.5 後発品
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 13.2 後発品
内用薬 2491001F5145 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリレチンＳ錠２５単位 共和薬品工業 6.1 後発品
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 6.1 後発品
内用薬 2491001F6028 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カセルミン錠５０ 全星薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2491001F6036 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリクロモン錠５０ 日医工 7.7 後発品
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 25.7
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 ニプロファーマ 13.7 後発品
内用薬 2491001F6087 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 クライスリン錠５０ 三笠製薬 6.6 後発品
内用薬 2491001F6095 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 クレルモン錠５０ 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2491001F6109 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 サイモチンＳ錠５０ 東和薬品 6.1 後発品
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 19.8
内用薬 2491001F6125 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 バスドリンＦ錠５０ 小林化工 6.1 後発品
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 大蔵製薬 7.7 後発品
内用薬 2491001F6141 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 プロクレイン錠５０ 東菱薬品工業 7.7 後発品
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 25.7 後発品
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 15.2 後発品
内用薬 2491001F6176 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 Ｓ－カルジー錠５０ 日新製薬（山

形）
6.1 後発品

内用薬 2491001F6184 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルタゴン錠５０ 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 2491001M3028 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カセルミンＡカプセル 全星薬品工業 6.1 後発品
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 14.4
内用薬 2491001M3052 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カリクロモンカプセル２５単位 日医工 6.1 後発品
内用薬 2491001M3060 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カセルミンカプセル２５ 全星薬品工業 6.1 後発品
内用薬 2499001F1024 シクロフェニル １００ｍｇ１錠 セキソビット あすか製薬 35.9
内用薬 2499002F1045 ジノプロストンベータデ

クス
０．５ｍｇ１錠 プロスタルモン・Ｅ錠０．５ｍｇ 小野薬品工業 332.1

内用薬 2499003M1022 メピチオスタン ５ｍｇ１カプセル チオデロン５ｍｇ 塩野義製薬 105.5
内用薬 2499005F1022 ジノプロストン ０．５ｍｇ１錠 プロスタグランジンＥ２錠「科研」 科研製薬 281.1
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０．５ｍｇ「科 科研製薬 281.1
内用薬 2499006M1026 ミトタン ５００ｍｇ１カプセル オペプリム ヤクルト本社 1077.1
内用薬 2499007F1021 ダナゾール １００ｍｇ１錠 ボンゾール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 246.1
内用薬 2499007F2028 ダナゾール ２００ｍｇ１錠 ボンゾール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 456.1
内用薬 2499007M1047 ダナゾール １００ｍｇ１カプセル エスデラートカプセル 日新製薬（山

形）
39 後発品

内用薬 2499007M1055 ダナゾール １００ｍｇ１カプセル オイスロンカプセル ナガセ医薬品 74.3 後発品
内用薬 2499007M1071 ダナゾール １００ｍｇ１カプセル ダイナゾールカプセル１００ 富士製薬工業 55.2 後発品
内用薬 2499007M1101 ダナゾール １００ｍｇ１カプセル ダナンカプセル１００ 東和薬品 32.4 後発品
内用薬 2499007M1144 ダナゾール １００ｍｇ１カプセル ホセボーンカプセル「１００」 辰巳化学 55.2 後発品
内用薬 2499008F1026 トリロスタン ６０ｍｇ１錠 デソパン錠 持田製薬 730.5
内用薬 2499009F1012 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 クエン酸クロミフェン錠 74.4
内用薬 2499009F1020 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 オリフェン錠 岩城製薬 101.9
内用薬 2499009F1039 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 クロミッド錠 塩野義製薬 116.5
内用薬 2499009F1047 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 セロフェン錠 メルクセローノ 116.5
内用薬 2499009F1071 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 クエン酸クロミフェン錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 106.6
内用薬 2499009F1080 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 クロミッド錠５０ｍｇ 塩野義製薬 116.5
内用薬 2499009F1098 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 セロフェン錠５０ｍｇ メルクセローノ 116.5
内用薬 2499010F1023 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ディナゲスト錠１ｍｇ 持田製薬 462.3
内用薬 2519100M1030 グルタミン酸・アラニ

ン・アミノ酢酸配合剤
１カプセル ウリプロス 小林化工 6.1 後発品

内用薬 2519100M1072 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 興和 9.5

内用薬 2519100M1099 グルタミン酸・アラニ
ン・アミノ酢酸配合剤

１カプセル バロメタンカプセル トーアエイヨー 9.5 後発品

内用薬 2531001F1015 マレイン酸エルゴメトリ ０．５ｍｇ１錠 局 マレイン酸エルゴメトリン錠 9.7
内用薬 2531002F1010 マレイン酸メチルエルゴ

メトリン
０．１２５ｍｇ１錠 局　マレイン酸メチルエルゴメトリン錠 9.7

内用薬 2531002F1028 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．１２５ｍｇ１錠 局　パルタンＭ錠 持田製薬 10.3

内用薬 2531002F1192 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．１２５ｍｇ１錠 局　メテナリン錠０．１２５ あすか製薬 10.3

内用薬 2531002F1206 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．１２５ｍｇ１錠 局　メテルギン錠０．１２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

10.3

内用薬 2559001M1023 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル トークロン キョーリンリメ
ディオ

13.8 後発品

内用薬 2559001M1031 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル ヘモクロン 天藤製薬 27.1
内用薬 2559001M1040 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル ヘモタイト サンド 16.2 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2559001M1058 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル ヘモリール（トーヨ） 東洋カプセル 13.8 後発品
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 16.2 後発品
内用薬 2559001M1082 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル ヘモリールカプセル２００ｍｇ 東洋カプセル 13.8 後発品
内用薬 2559002X1024 静脈血管叢エキス １錠 ヘモリンガル 東菱薬品工業 24
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 6.1 後発品
内用薬 2559100X1031 配合剤 １錠 サーカネッテン錠 日本新薬 16.2
内用薬 2559101X1028 ブロメライン・酢酸トコ

フェロール
１錠 ヘモナーゼ ジェイドルフ製

薬
16.8

内用薬 2559102F1027 メリロートエキス・ルチ １錠 エスベリベン錠 サンド 8.1
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 11
内用薬 2590002D1060 塩酸フラボキサート ２０％１ｇ ブラダロン顆粒２０％ 日本新薬 59.9
内用薬 2590002F1010 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 塩酸フラボキサート２００ｍｇ錠 9.1 後発品
内用薬 2590002F1053 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ウロステート錠 あすか製薬 15.6 後発品
内用薬 2590002F1061 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ウロタイロン錠 大洋薬品工業 12.9 後発品
内用薬 2590002F1126 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ハルニンコーワ錠 興和 15.6 後発品
内用薬 2590002F1185 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 フラボサート錠 ダイト 11 後発品
内用薬 2590002F1371 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ブラダロン錠２００ｍｇ 日本新薬 54.9
内用薬 2590002F1380 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ルアダン錠２００ｍｇ ナガセ医薬品 14.6 後発品
内用薬 2590002F1401 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 フラボサート錠２００ｍｇ ダイト 11 後発品
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 18.4
内用薬 2590004F1010 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 塩酸リトドリン錠 19.7 後発品
内用薬 2590004F1150 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 リンドルフ錠 マルコ製薬 27.8 後発品
内用薬 2590004F1168 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 ルテオニン錠 あすか製薬 85.1 後発品
内用薬 2590004F1192 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局　ウテメリン錠５ｍｇ キッセイ薬品工

業
136.6

内用薬 2590004F1214 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 リンドルフ錠５ｍｇ マルコ製薬 27.8 後発品
内用薬 2590005F1014 塩酸オキシブチニン ２ｍｇ１錠 塩酸オキシブチニン２ｍｇ錠 6.1 後発品
内用薬 2590005F1022 塩酸オキシブチニン ２ｍｇ１錠 ポラキス錠２ サノフィ・アベ

ンティス
38.8

内用薬 2590005F1111 塩酸オキシブチニン ２ｍｇ１錠 オリベート錠２ メディサ新薬 8.2 後発品
内用薬 2590005F1197 塩酸オキシブチニン ２ｍｇ１錠 ポラチール２ｍｇ錠 寿製薬 8.2 後発品
内用薬 2590005F2010 塩酸オキシブチニン ３ｍｇ１錠 塩酸オキシブチニン３ｍｇ錠 8 後発品
内用薬 2590005F2029 塩酸オキシブチニン ３ｍｇ１錠 ポラキス錠３ サノフィ・アベ

ンティス
52

内用薬 2590005F2150 塩酸オキシブチニン ３ｍｇ１錠 ポラチール３ｍｇ錠 寿製薬 11 後発品
内用薬 2590005F3025 塩酸オキシブチニン １ｍｇ１錠 ポラキス錠１ サノフィ・アベ

ンティス
24.1

内用薬 2590005F3041 塩酸オキシブチニン １ｍｇ１錠 オリベート錠１ メディサ新薬 6.2 後発品
内用薬 2590007C1025 塩酸プロピベリン ２％１ｇ バップフォー細粒２％ 大鵬薬品工業 202.5
内用薬 2590007F1021 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 バップフォー錠１０ 大鵬薬品工業 93.1
内用薬 2590007F1030 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ウリキュア錠１０ｍｇ 東亜薬品 50.6 後発品
内用薬 2590007F1048 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ウロナベリン錠１０ 日医工 50.6 後発品
内用薬 2590007F1056 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 47.7 後発品
内用薬 2590007F1064 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０「ＫＮ」 小林化工 60.5 後発品
内用薬 2590007F1072 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＫＫ」 三和化学研究所 60.5 後発品
内用薬 2590007F1080 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 50.6 後発品
内用薬 2590007F1099 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０「タツミ」 辰巳化学 40.4 後発品
内用薬 2590007F1102 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ノーラガード錠１０ｍｇ 東和薬品 60.5 後発品
内用薬 2590007F1110 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 バップベリン錠１０ｍｇ ハイゾン製薬 47.7 後発品
内用薬 2590007F1129 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 バルレール錠１０ 日新製薬（山

形）
43.1 後発品

内用薬 2590007F1137 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 バンコミック錠１０ 大洋薬品工業 40.4 後発品
内用薬 2590007F1145 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ビフォルベリン錠１０ｍｇ 長生堂製薬 24.9 後発品
内用薬 2590007F1153 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 プロピベ錠１０ｍｇ 陽進堂 47.7 後発品
内用薬 2590007F1161 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ペニフォー錠１０ キョーリンリメ

ディオ
40.4 後発品

内用薬 2590007F1170 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ベンズフォー錠１０ｍｇ メディサ新薬 57.6 後発品
内用薬 2590007F1188 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ポラーリン錠１０ 高田製薬 43.1 後発品
内用薬 2590007F1196 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ミクトノーム錠１０ｍｇ 大正薬品工業 57.6 後発品
内用薬 2590007F1200 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ユリロシン錠１０ ダイト 47.7 後発品
内用薬 2590007F1218 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 34.7 後発品
内用薬 2590007F2028 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 バップフォー錠２０ 大鵬薬品工業 157.7
内用薬 2590007F2036 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ウロナベリン錠２０ 日医工 82.6 後発品
内用薬 2590007F2044 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 82.6 後発品
内用薬 2590007F2052 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０「ＫＮ」 小林化工 105.1 後発品
内用薬 2590007F2060 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 79.5 後発品
内用薬 2590007F2079 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０「タツミ」 辰巳化学 60.4 後発品
内用薬 2590007F2087 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ノーラガード錠２０ｍｇ 東和薬品 105.1 後発品
内用薬 2590007F2095 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 バップベリン錠２０ｍｇ ハイゾン製薬 82.6 後発品
内用薬 2590007F2109 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 バルレール錠２０ 日新製薬（山

形）
60.4 後発品

内用薬 2590007F2117 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 バンコミック錠２０ 大洋薬品工業 74.1 後発品
内用薬 2590007F2125 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 プロピベ錠２０ｍｇ 陽進堂 74.1 後発品
内用薬 2590007F2133 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ペニフォー錠２０ キョーリンリメ

ディオ
66.9 後発品

内用薬 2590007F2141 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ベンズフォー錠２０ｍｇ メディサ新薬 96.4 後発品
内用薬 2590007F2150 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ポラーリン錠２０ 高田製薬 91.3 後発品
内用薬 2590007F2168 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ミクトノーム錠２０ｍｇ 大正薬品工業 96.4 後発品
内用薬 2590007F2176 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ユリロシン錠２０ ダイト 82.6 後発品
内用薬 2590007F2184 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 66.9 後発品
内用薬 2590007F2192 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＫＫ」 三和化学研究所 105.1 後発品
内用薬 2590008F1026 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．１ｍｇ アステラス製薬 85.7
内用薬 2590008F2022 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ アステラス製薬 170.3
内用薬 2590008F3029 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 塩酸タムスロシン錠０．１「ＥＫ」 小林化工 61.1 後発品
内用薬 2590008F4025 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 塩酸タムスロシン錠０．２「ＥＫ」 小林化工 116.4 後発品
内用薬 2590008N1039 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ウロスロールカプセル０．１ 日医工 42.6 後発品
内用薬 2590008N1047 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．１「ＯＨＡＲ

Ａ」
大原薬品工業 41.1 後発品

内用薬 2590008N1055 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．１ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 41.1 後発品

内用薬 2590008N1063 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル タムスロンカプセル０．１ｍｇ 東和薬品 57.7 後発品
内用薬 2590008N1071 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ハルスロー０．１ｍｇカプセル 沢井製薬 49.6 後発品
内用薬 2590008N1080 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ハルタムカプセル０．１ｍｇ 日本薬品工業 49.6 後発品
内用薬 2590008N1098 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル パルナックカプセル０．１ｍｇ 大洋薬品工業 42.6 後発品
内用薬 2590008N1110 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル リストリームカプセル０．１ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
52.4 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 2590008N1128 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「Ｍ

ＥＤ」
メディサ新薬 51.3 後発品

内用薬 2590008N1136 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ハラナシンカプセル０．１ｍｇ 日新製薬（山
形）

42.6 後発品

内用薬 2590008N1144 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 49.6 後発品

内用薬 2590008N2035 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ウロスロールカプセル０．２ 日医工 85.4 後発品
内用薬 2590008N2043 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．２「ＯＨＡＲ

Ａ」
大原薬品工業 77.8 後発品

内用薬 2590008N2051 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．２ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 93.6 後発品

内用薬 2590008N2060 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハルスロー０．２ｍｇカプセル 沢井製薬 100.3 後発品
内用薬 2590008N2078 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハルタムカプセル０．２ｍｇ 日本薬品工業 100.3 後発品
内用薬 2590008N2086 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル パルナックカプセル０．２ｍｇ 大洋薬品工業 77.8 後発品
内用薬 2590008N2108 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハロネロールカプセル０．２ｍｇ 長生堂製薬 100.3 後発品
内用薬 2590008N2116 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル リストリームカプセル０．２ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
100.3 後発品

内用薬 2590008N2124 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「Ｍ
ＥＤ」

メディサ新薬 100.3 後発品

内用薬 2590008N2132 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル タムスロンカプセル０．２ｍｇ 東和薬品 113 後発品
内用薬 2590008N2140 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハラナシンカプセル０．２ｍｇ 日新製薬（山

形）
69.7 後発品

内用薬 2590008N2159 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 85.4 後発品

内用薬 2590009F1039 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 フリバス錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 60
内用薬 2590009F1047 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 アビショット錠２５ｍｇ 日本オルガノン 58.1
内用薬 2590009F2035 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 フリバス錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 120.5
内用薬 2590009F2043 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 アビショット錠５０ｍｇ 日本オルガノン 115.5
内用薬 2590009F3023 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 フリバス錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 181
内用薬 2590009F3031 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 アビショット錠７５ｍｇ 日本オルガノン 168.7
内用薬 2590009F4020 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 120.5
内用薬 2590009F5026 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 181
内用薬 2590010M1022 シロドシン ２ｍｇ１カプセル ユリーフカプセル２ｍｇ キッセイ薬品工

業
49.5

内用薬 2590010M2029 シロドシン ４ｍｇ１カプセル ユリーフカプセル４ｍｇ キッセイ薬品工
業

98.1

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 114.5
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 192.7
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 116
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 195.8
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 97.4
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 97.4
内用薬 2590100X1031 オオウメガサソウエキ

ス・ハコヤナギエキス配
１錠 エルサメット錠 大洋薬品工業 8 後発品

内用薬 2590100X1040 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 コスモベック錠 日本薬品工業 9.3 後発品

内用薬 2590100X1058 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 ハルーリン錠 共和薬品工業 8 後発品

内用薬 2590100X1066 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 ナーセット錠 大正薬品工業 15.4 後発品

内用薬 2590100X1074 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エピカルス錠 シオノケミカル 8.6 後発品

内用薬 2590100X1090 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 トリピシッド錠 ハイゾン製薬 8.6 後発品

内用薬 2590100X1104 配合剤 １錠 エビプロスタット錠 日本新薬 27.3
内用薬 2590100X2020 オオウメガサソウエキ

ス・ハコヤナギエキス配
１錠 エルサメットＳ錠 大洋薬品工業 11.7 後発品

内用薬 2590100X2038 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エピカルスＳ錠 シオノケミカル 13.2 後発品

内用薬 2590102M1026 ピネン・カンフェン配合 １カプセル ロワチン″カプセル″ 扶桑薬品工業 21.8
内用薬 2699002F1046 メトキサレン １０ｍｇ１錠 オクソラレン錠１０ｍｇ 大正製薬 36.2
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 91
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 69.5
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 9.5
内用薬 2900002C1019 ガンマーオリザノール ２０％１ｇ ガンマーオリザノール２０％細粒 6.3 後発品
内用薬 2900002C1167 ガンマーオリザノール ２０％１ｇ ハイゼット細粒２０％ 大塚製薬 38.4
内用薬 2900002F4065 ガンマーオリザノール ２５ｍｇ１錠 ハイゼット錠２５ｍｇ 大塚製薬 10.9
内用薬 2900002F5037 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 オリザール錠 三恵薬品 6.1 後発品
内用薬 2900002F5061 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 オルル錠５０ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 2900002F5096 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 ガンマージャスト５０ 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 2900002F5177 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 γ－パルトックスン５０ 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 2900002F5274 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 ハイゼット錠５０ｍｇ 大塚製薬 11.9
内用薬 2900350M2022 セイヨウトチノキ種子エ

キス
５０ｍｇ１カプセル ヨーチミンＮ 長生堂製薬 6.1 後発品

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 18
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 8.9
内用薬 3111003S1039 パルミチン酸レチノール ３０，０００単位１ｍ

Ｌ
チョコラＡ滴０．１万単位／滴 サンノーバ 58.8

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 106.7
内用薬 3112001F1020 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．２５ 帝人ファーマ 27.5
内用薬 3112001F1039 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 カルフィーナ錠０．２５ 共和薬品工業 6.1 後発品
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 7.7 後発品
内用薬 3112001F2027 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．５ 帝人ファーマ 51.3
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 11.6 後発品
内用薬 3112001F3023 アルファカルシドール １μｇ１錠 ワンアルファ錠１．０ 帝人ファーマ 93.6
内用薬 3112001M1020 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ

ル
アルカドールカプセル０．２５ 日本薬品工業 7.3 後発品

内用薬 3112001M1038 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

アルファスリーカプセル０．２５μｇ 大正薬品工業 6.2 後発品

内用薬 3112001M1046 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

アルファロールカプセル０．２５μｇ 中外製薬 27.7

内用薬 3112001M1070 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

カルシタミン０．２５ 富士カプセル 6.1 後発品

内用薬 3112001M1089 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

カルファリードカプセル０．２５ 大洋薬品工業 6.9 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 3112001M1100 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ

ル
ディーアルファカプセル０．２５ 沢井製薬 6.2 後発品

内用薬 3112001M1119 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

トヨファロールカプセル０．２５ 旭化成ファーマ 6.2 後発品

内用薬 3112001M1127 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ビタミロアルファ０．２５ テイコクメ
ディックス

7.3 後発品

内用薬 3112001M1135 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ワークミンカプセル０．２５ あすか製薬 17.4 後発品

内用薬 3112001M1160 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

プラチビットカプセル０．２５μｇ 東和薬品 6.1 後発品

内用薬 3112001M1178 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ポロセーブカプセル０．２５μｇ サンノーバ 7.3 後発品

内用薬 3112001M1186 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

エルシボンカプセル０．２５μｇ 扶桑薬品工業 7.3 後発品

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 8.6 後発品
内用薬 3112001M2034 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルカドールカプセル０．５ 日本薬品工業 12 後発品
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 52.1
内用薬 3112001M2077 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アロートールカプセル０．５ ナガセ医薬品 12 後発品
内用薬 3112001M2140 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル トヨファロールカプセル０．５ 旭化成ファーマ 10.9 後発品
内用薬 3112001M2158 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ビタミロアルファ０．５ テイコクメ

ディックス
10.9 後発品

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 31.7 後発品
内用薬 3112001M2255 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ポロセーブカプセル０．５μｇ サンノーバ 12 後発品
内用薬 3112001M2263 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル エルシボンカプセル０．５μｇ 扶桑薬品工業 12 後発品
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カプセル 12.7 後発品
内用薬 3112001M3030 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルカドールカプセル１．０ 日本薬品工業 23.5 後発品
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 97.7
内用薬 3112001M3073 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アロートールカプセル１．０ ナガセ医薬品 23.5 後発品
内用薬 3112001M3154 アルファカルシドール １μｇ１カプセル トヨファロールカプセル１．０ 旭化成ファーマ 21.5 後発品
内用薬 3112001M3162 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ビタミロアルファ１．０ テイコクメ

ディックス
21.5 後発品

内用薬 3112001M3189 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ロンプリールカプセル１．０ マルコ製薬 20.4 後発品
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 56.6 後発品
内用薬 3112001M3235 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ポロセーブカプセル１μｇ サンノーバ 23.5 後発品
内用薬 3112001M3251 アルファカルシドール １μｇ１カプセル エルシボンカプセル１．０μｇ 扶桑薬品工業 23.5 後発品
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 377.1
内用薬 3112001S1037 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ ワンアルファ液 帝人ファーマ 86.3
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 93.4
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 24.4 後発品
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 7.6 後発品

内用薬 3112004M1023 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ロカルトロールカプセル０．２５ 中外製薬 40.5

内用薬 3112004M1040 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

オタノールカプセル０．２５ 旭化成ファーマ 11.5 後発品

内用薬 3112004M1058 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

カルシオロールカプセル０．２５ 大正薬品工業 9.9 後発品

内用薬 3112004M1074 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

カルトールカプセル０．２５ メディサ新薬 11.5 後発品

内用薬 3112004M1104 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

トルシトリンカプセル０．２５ 東和薬品 9.2 後発品

内用薬 3112004M1112 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ヒポテリオールカプセル０．２５ ナガセ医薬品 10.7 後発品

内用薬 3112004M1120 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ポスロットルＳカプセル０．２５ ニプロジェネ
ファ

9.9 後発品

内用薬 3112004M1139 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

リストールカプセル０．２５ 大洋薬品工業 10.7 後発品

内用薬 3112004M1147 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

レオビノールカプセル０．２５ 東菱薬品工業 11.5 後発品

内用薬 3112004M1155 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

チコカロールカプセル０．２５ 原沢製薬工業 9.9 後発品

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カプセル 11.8 後発品
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 73.3
内用薬 3112004M2046 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル オタノールカプセル０．５ 旭化成ファーマ 19.9 後発品
内用薬 3112004M2070 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルトールカプセル０．５ メディサ新薬 19.9 後発品
内用薬 3112004M2100 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル トルシトリンカプセル０．５ 東和薬品 18.2 後発品
内用薬 3112004M2119 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル ヒポテリオールカプセル０．５ ナガセ医薬品 16.6 後発品
内用薬 3112004M2135 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル リストールカプセル０．５ 大洋薬品工業 14.8 後発品
内用薬 3112004M2143 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル レオビノールカプセル０．５ 東菱薬品工業 22 後発品
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 357.3
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 357.3
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 529.8
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 529.8
内用薬 3113001X1015 肝油 １０ｇ 局 肝油 28
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 273.3
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 688.9
内用薬 3121001B1010 塩酸チアミン ０．１％１ｇ 局 塩酸チアミン散 7.5
内用薬 3121001B2016 塩酸チアミン ０．３３％１ｇ 局 塩酸チアミン散 7.5
内用薬 3121001B3012 塩酸チアミン ０．３５％１ｇ 局 塩酸チアミン散 7.5
内用薬 3121001B4019 塩酸チアミン ０．５％１ｇ 局 塩酸チアミン散 7.5
内用薬 3121001B5015 塩酸チアミン １％１ｇ 局 塩酸チアミン散 8.4
内用薬 3121001X1017 塩酸チアミン １ｇ 局 塩酸チアミン 15.2
内用薬 3121002X1011 硝酸チアミン １ｇ 局 硝酸チアミン 19.9
内用薬 3122001F1027 塩酸ジセチアミン ２５ｍｇ１錠 ジセタミン錠２５ 塩野義製薬 6.2
内用薬 3122002F2028 オクトチアミン ２５ｍｇ１錠 ノイビタ錠「２５」 アイロム製薬 5.9
内用薬 3122004F2043 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１錠 ジアノイナミン１０ 鶴原製薬 5.5
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 6.3
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 6.2
内用薬 3122007F2020 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 アリアロンＦ錠２５ 沢井製薬 5.9 後発品
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 6.6
内用薬 3122007F2047 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 フルルミン錠２５ キョーリンリメ

ディオ
5.9 後発品

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 5.9 後発品
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 12.3
内用薬 3122007F3035 フルスルチアミン ５０ｍｇ１錠 フルルミン錠５０ キョーリンリメ

ディオ
6.1 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 3122008B1035 ベンフォチアミン １０％１ｇ ビオタミン散１０％ 第一三共 18.6
内用薬 3122008F1029 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ビオタミン錠２５ 第一三共 6.1
内用薬 3122008F1037 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ビオトーワ錠 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 3131001F1026 フラビンアデニンジヌク

レオチド
５ｍｇ１錠 ＦＡＤ５（ツルハラ） 鶴原製薬 6.1 後発品

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 6.2

内用薬 3131001F1174 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ワカデニン錠 わかもと製薬 6.1 後発品

内用薬 3131001F1182 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ（ＴＹＫ） 大蔵製薬 6.1 後発品

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 6.1 後発品

内用薬 3131001F2057 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ１０（ツルハラ） 鶴原製薬 6.1 後発品

内用薬 3131001F2090 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 チオデニン１０ 長生堂製薬 6.1 後発品

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 8.1

内用薬 3131001F2162 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ワカデニン錠１０ わかもと製薬 6.1 後発品

内用薬 3131001F2170 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１０ｍｇ（ＴＹＫ） 大蔵製薬 6.1 後発品

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 6.1 後発品

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 6.1 後発品

内用薬 3131001F3100 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１５ｍｇ（ＴＹＫ） 大蔵製薬 6.1 後発品

内用薬 3131001F3169 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 チオデニン１５ 長生堂製薬 6.1 後発品

内用薬 3131001F3207 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ワカデニン錠１５ わかもと製薬 6.1 後発品

内用薬 3131001F3223 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 エフビタジャスト腸溶錠１５ｍｇ 陽進堂 6.1 後発品

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 6.1 後発品

内用薬 3131001Q1043 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ ＦＡＤシロップ（ツルハラ） 鶴原製薬 3.3 後発品

内用薬 3131001Q1086 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 わかもと製薬 3.7 後発品

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 8.8

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 3.7 後発品

内用薬 3131002C1024 酪酸リボフラビン １０％１ｇ ハイボン細粒１０％ 田辺三菱製薬 14.7
内用薬 3131002C1067 酪酸リボフラビン １０％１ｇ リボビス細粒 鶴原製薬 6.3 後発品
内用薬 3131002C2020 酪酸リボフラビン ２０％１ｇ ハイボン細粒２０％ 田辺三菱製薬 19.4
内用薬 3131002D1143 酪酸リボフラビン １０％１ｇ バイラブ顆粒１０％ イセイ 6.3 後発品
内用薬 3131002F1152 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 ファドビタン 陽進堂 5.9 後発品
内用薬 3131002F1233 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 リボビス錠 鶴原製薬 5.9 後発品
内用薬 3131002F1276 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 ハイボン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 5.9
内用薬 3131002F1284 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 ミタンＢ２錠２０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
5.9 後発品

内用薬 3131002F1292 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 バイラブ錠２０ｍｇ イセイ 5.9 後発品
内用薬 3131002F2078 酪酸リボフラビン ４０ｍｇ１錠 ハイボン錠４０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.4
内用薬 3131003B2011 リボフラビン ０．２％１ｇ 局 リボフラビン散 7.5
内用薬 3131003B2038 リボフラビン ０．２％１ｇ 局 ホスフラン散－２ｍｇ 扶桑薬品工業 8.2
内用薬 3131003B4014 リボフラビン １％１ｇ 局 リボフラビン散 8.4
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 9.6
内用薬 3131003X1012 リボフラビン １ｇ 局 リボフラビン 34.5
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 6.3
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 6.3
内用薬 3132002B1026 ニコチン酸アミド １０％１ｇ ニコチン酸アミド散ゾンネ ゾンネボード製

薬
13.3

内用薬 3133001B1045 パンテチン ２０％１ｇ トリセダイド２０％散 日新製薬（山
形）

6.4 後発品

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 6.3 後発品
内用薬 3133001B1193 パンテチン ２０％１ｇ パントシン散２０％ 第一三共 19.1
内用薬 3133001C1032 パンテチン ２０％１ｇ パルトックス細粒 鶴原製薬 6.4 後発品
内用薬 3133001C1083 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒「小林」 小林化工 6.3 後発品
内用薬 3133001C1121 パンテチン ２０％１ｇ パンホリータ細粒 ニプロジェネ

ファ
6.3 後発品

内用薬 3133001C1156 パンテチン ２０％１ｇ パルファジン細粒２０％ わかもと製薬 6.4 後発品
内用薬 3133001C1164 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒２０％「ＫＮ」 小林化工 6.3 後発品
内用薬 3133001C1172 パンテチン ２０％１ｇ パンホリータ細粒２０％ ニプロジェネ

ファ
6.3 後発品

内用薬 3133001C3035 パンテチン ５０％１ｇ パントシン細粒５０％ 第一三共 38.4
内用薬 3133001F1020 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パルトックス３０ 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 3133001F1110 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パントシン錠３０ 第一三共 6.2
内用薬 3133001F2043 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パルトックス６０ 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 3133001F2132 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パントシン錠６０ 第一三共 8.1
内用薬 3133001F3058 パンテチン １００ｍｇ１錠 デルモリチン錠１００ イセイ 6.1 後発品
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 6.1 後発品
内用薬 3133001F3090 パンテチン １００ｍｇ１錠 パントシン錠１００ 第一三共 10.9
内用薬 3133001F3139 パンテチン １００ｍｇ１錠 ヨウテチン錠１００ 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 3133001F4020 パンテチン ２００ｍｇ１錠 パントシン錠２００ 第一三共 21.6
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 9.4
内用薬 3133003B1028 パントテン酸カルシウム １０％１ｇ パンカル散 第一三共 6.3
内用薬 3133003B1044 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「三恵」 三恵薬品 6.3
内用薬 3133003B1087 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「マルイシ」 丸石製薬 6.3
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 丸石製薬 6.3
内用薬 3134001X1015 塩酸ピリドキシン １ｇ 局 塩酸ピリドキシン 34
内用薬 3134002B2035 塩酸ピリドキシン １０％１ｇ 強力アデロキシン末 ゾンネボード製

薬
50.5

内用薬 3134002B2060 塩酸ピリドキシン １０％１ｇ ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」 丸石製薬 28.6



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 3134002F1049 塩酸ピリドキシン ３０ｍｇ１錠 ビタミンＢ６錠Ｆ 富士製薬工業 6.1 後発品
内用薬 3134003F1205 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 6.1 後発品
内用薬 3134003F1256 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 リボビックス－１０ 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 3134003F1345 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 リン酸ピリドキサール錠１０「ホエイ」 マイラン製薬 6.1 後発品
内用薬 3134003F1388 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 ピドキサール錠１０ｍｇ 中外製薬 6.1
内用薬 3134003F2082 リン酸ピリドキサール ２０ｍｇ１錠 ピリドリンＳ２０ 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 3134003F2112 リン酸ピリドキサール ２０ｍｇ１錠 リボビックス－２０ 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 3134003F2147 リン酸ピリドキサール ２０ｍｇ１錠 ピドキサール錠２０ｍｇ 中外製薬 6.9
内用薬 3134003F3143 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠３０ｍｇ「イセイ」 イセイ 6.1 後発品
内用薬 3134003F3151 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ピリドリンＳ 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 3134003F3208 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 リボビックス－３０ 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 3134003F3267 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ※ リン酸ピリドキサール錠３０（小林化 小林化工 6.1 後発品
内用薬 3134003F3330 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ピドキサール錠３０ｍｇ 中外製薬 11.8
内用薬 3134004B2026 リン酸ピリドキサールカ

ルシウム
１０％１ｇ アデロキザール散 ゾンネボード製

薬
64.4

内用薬 3135001F1017 葉酸 ５ｍｇ１錠 局 葉酸錠 9.7
内用薬 3135002B1036 葉酸 １０％１ｇ フォリアミン散１００ｍｇ／ｇ 日本製薬 64.9
内用薬 3136001F1030 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 カロマイド錠２５０μｇ アステラス製薬 14.5
内用薬 3136001F1073 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバマミド錠（ツルハラ） 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 3136001F1197 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバマイド錠２５０μｇ 協和醗酵工業 9.5
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 6.1 後発品
内用薬 3136001F2029 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 カロマイド錠５００μｇ アステラス製薬 27.2
内用薬 3136001F2096 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバマイド錠５００μｇ 協和醗酵工業 16.8
内用薬 3136001F2100 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバマミド錠５００μｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 3136001F2118 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバルタミンＳ錠５００μｇ わかもと製薬 6.1 後発品
内用薬 3136001M1072 コバマミド ０．２５ｍｇ１カプセ

ル
コバマミドカプセル（ツルハラ） 鶴原製薬 6.1 後発品

内用薬 3136001M2028 コバマミド ０．５ｍｇ１カプセル コバマミドカプセル「トーワ」 東和薬品 6.1 後発品
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 27.8
内用薬 3136001M2060 コバマミド ０．５ｍｇ１カプセル コバマミドカプセル５００μｇ「トーワ」 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 3136002F2198 酢酸ヒドロキソコバラミ ０．５ｍｇ１錠 ドセラン錠５００μｇ 中外製薬 15.6
内用薬 3136004C1038 メコバラミン ０．１％５００ｍｇ１

包
メチコバール細粒０．１％ エーザイ 29.5 後発品

内用薬 3136004F1034 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 バンコミン錠２５０ 大日本住友製薬 6.1 後発品
内用薬 3136004F1050 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メチコバール錠２５０μｇ エーザイ 14.8 後発品
内用薬 3136004F1069 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 ヨウコバール錠２５０ 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 3136004F1077 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 レチコラン錠２５０μｇ 東菱薬品工業 6.1 後発品
内用薬 3136004F2049 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 ノイメチコール錠 寿製薬 6.1 後発品
内用薬 3136004F2065 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 バンコミン錠５００ 大日本住友製薬 6.1 後発品
内用薬 3136004F2073 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバマイド５００μｇ ニプロジェネ

ファ
6.1 後発品

内用薬 3136004F2081 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００「トーワ」 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 3136004F2103 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００（ツルハラ） 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 3136004F2138 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバール錠５００μｇ エーザイ 22.7 後発品
内用薬 3136004F2154 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 ヨウコバール錠５００ 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 3136004F2162 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 レチコラン錠５００μｇ 東菱薬品工業 6.1 後発品
内用薬 3136004F2170 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバイド錠５００μｇ ダイト 6.1 後発品
内用薬 3136004F2189 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチクール錠５００μｇ 沢井製薬 6.1 後発品
内用薬 3136004F2197 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 コメスゲン錠５００μｇ 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 3136004M1033 メコバラミン ０．２５ｍｇ１カプセ

ル
コバメチンカプセル２５０ 第一三共 6.7 後発品

内用薬 3136004M1165 メコバラミン ０．２５ｍｇ１カプセ
ル

メコラミンカプセル２５０μｇ 日新製薬（山
形）

6.1 後発品

内用薬 3136004M2030 メコバラミン ０．５ｍｇ１カプセル チオキネートカプセル５００μｇ 長生堂製薬 6.1 後発品
内用薬 3136004M2072 メコバラミン ０．５ｍｇ１カプセル ハイトコバミンＭカプセル５００μｇ ニプロファーマ 6.1 後発品
内用薬 3140001B1015 アスコルビン酸 ５％１ｇ 局 アスコルビン酸散 8.4
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 8.7
内用薬 3140001B2011 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 アスコルビン酸散 8.4
内用薬 3140001B2089 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 ビスコリン散 第一三共 9.2
内用薬 3140001B2097 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 ビタミンＣ散「三研」１０％ 三和化学研究所 8.6
内用薬 3140001B2100 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 ビタミンＣ散「フソー」－１００ｍｇ 扶桑薬品工業 9.2
内用薬 3140001B3018 アスコルビン酸 ２０％１ｇ 局 アスコルビン酸散 8.4
内用薬 3140001X1012 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸 8.4
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 9.4
内用薬 3140001X1047 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「メタル」 中北薬品 8.8
内用薬 3140001X1055 アスコルビン酸 １ｇ 局 ビタミンＣ「フソー」 扶桑薬品工業 9.4
内用薬 3140001X1063 アスコルビン酸 １ｇ 局※ アスコルビン酸（丸石） 丸石製薬 8.8
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 9.4
内用薬 3140001X1080 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸（（三晃）） 協和医療開発 9.4
内用薬 3140001X1098 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸 シオエ シオエ製薬 9.4
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 9.4
内用薬 3140001X1128 アスコルビン酸 １ｇ 局 ビタミンＣ末「三研」 三和化学研究所 8.8
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 9.4
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 6.3
内用薬 3150001F2036 コハク酸トコフェロール

カルシウム
１００ｍｇ１錠 イータップＳ錠「イセイ」 イセイ 5.9 後発品

内用薬 3150002D1025 酢酸トコフェロール ２０％１ｇ ユベ－Ｅ顆粒 鶴原製薬 6.3 後発品
内用薬 3150002D1041 酢酸トコフェロール ２０％１ｇ ユベラ顆粒２０％ サンノーバ 12
内用薬 3150002F1077 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 バナールＥ５０ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 3150002F1107 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ※　ビタミンＥ錠（竹島） ニプロジェネ

ファ
6.1 後発品

内用薬 3150002F1212 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 陽進ビタＥ錠 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 3150002F1220 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ベクタン錠５０ｍｇ マイラン製薬 6.1 後発品
内用薬 3150002F1239 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ユベラ錠５０ｍｇ サンノーバ 6.2
内用薬 3150002F1247 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネ

ファ
6.1 後発品

内用薬 3150002F2049 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１錠 ユベ－Ｅ・１００ 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 3150002M1076 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１カプセル ベクタンカプセル１００ｍｇ マイラン製薬 6.1 後発品
内用薬 3150002M1084 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１カプセル エセブロンカプセル１００ｍｇ 生晃栄養薬品 6.1 後発品
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 36.6
内用薬 3160001F1117 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ※ ビタミンＫ１錠５（イセイ） イセイ 6.1 後発品
内用薬 3160001F1125 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ビタミンＫ１錠（ツルハラ） 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 3160001F1311 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 カチーフＮ錠５ｍｇ 日本製薬 19.3
内用薬 3160001F1320 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ケーワン錠５ｍｇ エーザイ 17.5
内用薬 3160001F2016 フィトナジオン １０ｍｇ１錠 フィトナジオン１０ｍｇ錠 6.2 後発品
内用薬 3160001F2083 フィトナジオン １０ｍｇ１錠 カチーフＮ錠１０ｍｇ 日本製薬 36.7



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
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 30.1
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 49.9
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 28.1
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 42.6
内用薬 3160002M2036 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 26.5 後発品
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 28.3 後発品
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 28.3 後発品
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 26.5 後発品
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 28.3 後発品
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 28.3 後発品
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 28.3 後発品
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 30.2 後発品
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 東海カプセル 30.2 後発品
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 28.3
内用薬 3179100F1023 リボフラビン・塩酸ピリ

ドキシン
１錠 強力ビフロキシン錠 ゾンネボード製

薬
6.2

内用薬 3179101M1043 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 鶴原製薬 5.9 後発品

内用薬 3179102F1022 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 アリチアＮ５０ マイラン製薬 6.1

内用薬 3179104M1020 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ダイ・メジンカプセル 日医工 6.1

内用薬 3179105F1026 Ｂ１・Ｂ６・Ｂ１２配合 １錠 トリドセラン錠 シオノケミカル 15.2
内用薬 3179106F1020 オクトチアミン・Ｂ２・

Ｂ６・Ｂ１２配合剤
１錠 ノイロビタン錠 アステラス製薬 6.2

内用薬 3179107F1025 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタマル錠 沢井製薬 10 後発品

内用薬 3179107F1033 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタダン錠 メディサ新薬 10 後発品

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 7.9

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 15.2

内用薬 3179108B1028 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１ｇ ビタメジン散 第一三共 28.5

内用薬 3179109M1023 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル シグマビタンカプセル 東和薬品 5.9 後発品

内用薬 3179109M1040 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジンカプセル２５ 第一三共 6.2

内用薬 3179110M1026 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジンカプセル５０ 第一三共 10.7

内用薬 3179111B1020 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１ｇ ビタメジン－Ｓ散 第一三共 25.7

内用薬 3179112M1033 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジン－Ｓカプセル２５ 第一三共 6.6

内用薬 3179113M1020 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジン－Ｓカプセル５０ 第一三共 11.8

内用薬 3179115D1053 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シナール 塩野義製薬 6.3

内用薬 3179115D1061 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シーピーＧ 東和薬品 6.3 後発品

内用薬 3179115D1070 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ デラキシーＭ 丸石製薬 6.3 後発品

内用薬 3179115D1088 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ ビューシーＳ 大洋薬品工業 6.3 後発品

内用薬 3179115F2026 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１錠 シナール錠２００ 塩野義製薬 6.8

内用薬 3179117D1036 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ デルパントＧ 陽進堂 6

内用薬 3179117D1117 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ 複合パンカル顆粒 第一三共 6.3

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 6.3

内用薬 3179122D1029 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ ワッサーＶ顆粒 東亜薬品 6.3

内用薬 3190001B1033 ビオチン ０．２％１ｇ ビオチン散「ホエイ」 東洋製薬化成 8.5
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 11.7
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 8.5
内用薬 3190001R1023 ビオチン ０．１％１ｇ ビオチン・ドライシロップ「ホエイ」 東洋製薬化成 7.2 後発品
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 東洋製薬化成 7.2 後発品
内用薬 3211001X1016 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム 28
内用薬 3211001X1032 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム「エビス」 エビス製薬 29.5
内用薬 3211001X1040 乳酸カルシウム １０ｇ 局　乳酸カルシウム．ＯＹ オリエンタル薬

品工業
31.3

内用薬 3211001X1059 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ケンエー」 健栄製薬 36.7
内用薬 3211001X1067 乳酸カルシウム １０ｇ 局※ 乳酸カルシウム（小堺） 小堺製薬 36.7
内用薬 3211001X1075 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム シオエ シオエ製薬 31.3
内用薬 3211001X1083 乳酸カルシウム １０ｇ 局 「純生」乳カル 純生薬品工業 36.7
内用薬 3211001X1105 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 29.5
内用薬 3211001X1121 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ホエイ」 マイラン製薬 36.7
内用薬 3211001X1156 乳酸カルシウム １０ｇ 局※ 乳酸カルシウム（山善） 山善製薬 33.3
内用薬 3211001X1172 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ツキシマ」 月島薬品 36.7
内用薬 3211001X1202 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ヨシダ」 吉田製薬 36.7
内用薬 3211001X1210 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ヤクハン」 ヤクハン製薬 31.3
内用薬 3211001X1229 乳酸カルシウム １０ｇ 局 乳酸カルシウム「メタル」 中北薬品 29.5
内用薬 3211002F1023 乳酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「メルク」 マイラン製薬 6.1 後発品
内用薬 3211002F1031 乳酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 6.1 後発品
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「イワキ」 岩城製薬 6.3
内用薬 3213001X1010 グルコン酸カルシウム １ｇ 局 グルコン酸カルシウム 8.4
内用薬 3213001X1045 グルコン酸カルシウム １ｇ 局 カルチコール末 大日本住友製薬 9.6
内用薬 3214001F1020 Ｌ－アスパラギン酸カル

シウム
１錠 アスパラ－ＣＡ錠２００ 田辺三菱製薬 6.2

内用薬 3214001F1039 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム

１錠 アストスＣＡ錠２００ 大洋薬品工業 6.1 後発品

内用薬 3214001F1047 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワ
イ」

メディサ新薬 6.1 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 3214001F1055 Ｌ－アスパラギン酸カル

シウム
１錠 エルスプリーＣＡ錠２００ｍｇ 東和薬品 6.1 後発品

内用薬 3215001X1015 塩化カルシウム １０ｇ 局 塩化カルシウム 16.8
内用薬 3219001X1014 リン酸水素カルシウム １０ｇ 局 リン酸水素カルシウム 13.6
内用薬 3219001X1030 リン酸水素カルシウム １０ｇ 局 リン酸水素カルシウム「エビス」 エビス製薬 15.1
内用薬 3219001X1057 リン酸水素カルシウム １０ｇ 局 「純生」第二リン灰 純生薬品工業 15.1
内用薬 3219001X1090 リン酸水素カルシウム １０ｇ 局 リン酸水素カルシウム．ＹＩ 山田製薬 15.1
内用薬 3219001X1111 リン酸水素カルシウム １０ｇ 局 リン酸水素カルシウム「ヨシダ」 吉田製薬 15.1
内用薬 3221001X1012 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム 8
内用薬 3221001X1039 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム「エビス」 エビス製薬 8.1
内用薬 3221001X1055 ヨウ化カリウム １ｇ 局※ ヨウ化カリウム（小堺） 小堺製薬 9
内用薬 3221001X1063 ヨウ化カリウム １ｇ 局 「純生」ヨウ化カリウム 純生薬品工業 8.5
内用薬 3221001X1152 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム「ヨシダ」 吉田製薬 9
内用薬 3221002L1066 ヨウ化カリウム ５０ｍｇ１丸 ※ ヨウ化カリウム丸（日医工） 日医工 6.1
内用薬 3221004A1021 ヨウ素レシチン １ｇ ヨウレチン末 第一薬品産業 10.1
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 6.2
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 6.6
内用薬 3222003G1027 硫酸鉄 １錠 スローフィー ノバルティス

ファーマ
9.4

内用薬 3222004X1021 硫酸鉄 １錠 テツクールＳ あすか製薬 9.3 後発品
内用薬 3222004X1030 硫酸鉄 １錠 テツクール徐放錠１００ｍｇ あすか製薬 9.3 後発品
内用薬 3222007G1025 硫酸鉄 １錠 フェロ・グラデュメット アボットジャパ

ン
9.9

内用薬 3222010N1026 フマル酸第一鉄 ３０５ｍｇ１カプセル フェルム・カプセル 日医工 10.9
内用薬 3222012Q1021 溶性ピロリン酸第二鉄 １ｍＬ インクレミンシロップ アルフレッサ

ファーマ
6.1 後発品

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

6.1 後発品

内用薬 3222013D1024 クエン酸第一鉄ナトリウ １ｇ フェロミア顆粒 サンノーバ 19
内用薬 3222013D1040 クエン酸第一鉄ナトリウ １ｇ フォリロミン顆粒 鶴原製薬 7.3 後発品
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 19
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 11.5
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 6.1 後発品
内用薬 3222013F1068 クエン酸第一鉄ナトリウ 鉄５０ｍｇ１錠 フェネルミン錠 小林化工 6.1 後発品
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 6.1 後発品
内用薬 3222013F1092 クエン酸第一鉄ナトリウ 鉄５０ｍｇ１錠 フェロフィール錠５０ｍｇ 扶桑薬品工業 6.8 後発品
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 大洋薬品工業 6.1 後発品
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 6.1 後発品
内用薬 3222013F1122 クエン酸第一鉄ナトリウ 鉄５０ｍｇ１錠 フェレダイム錠５０ｍｇ 大正薬品工業 6.1 後発品
内用薬 3229001X1010 塩化カリウム １０ｇ 局 塩化カリウム 9.4
内用薬 3229002G1023 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 ケーサプライ錠 佐藤薬品工業 6.2 後発品
内用薬 3229002G1031 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 スローケー ノバルティス

ファーマ
8.8

内用薬 3229002G1040 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 エフズレンＫ錠 シオエ製薬 6.2 後発品
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 23.6
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 11.8 後発品
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 7.2

内用薬 3229005F1030 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

３００ｍｇ１錠 アスケート錠 共和薬品工業 6.1 後発品

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 6.2

内用薬 3229007C1024 グルコン酸カリウム カリウム４ｍＥｑ１ｇ グルコンサンＫ細粒 ポーラファルマ 9.6
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 6.3

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 11.1
内用薬 3229100D2022 ナトリウム・カリウム・

マグネシウム配合剤
４ｇ１包 ソリタ－Ｔ顆粒２号 味の素 23.6

内用薬 3229101D2027 ナトリウム・カリウム・
マグネシウム配合剤

４ｇ１包 ソリタ－Ｔ顆粒３号 味の素 23.5

内用薬 3229102F1034 アスパラギン酸カリウ
ム・マグネシウム

（１５０ｍｇ）１錠 アスパラ錠医家用 田辺三菱製薬 6.3

内用薬 3231001X1019 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖 8.4
内用薬 3231001X1035 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「エビス」 エビス製薬 13
内用薬 3231001X1043 ブドウ糖 １０ｇ 局　ブドウ糖．ＯＩ オリエンタル薬

品工業
13.8

内用薬 3231001X1060 ブドウ糖 １０ｇ 局※ ブドウ糖（小堺） 小堺製薬 9.7
内用薬 3231001X1078 ブドウ糖 １０ｇ 局 「純生」グルコース 純生薬品工業 13
内用薬 3231001X1094 ブドウ糖 １０ｇ 局※ ブドウ糖（扶桑） 扶桑薬品工業 11.7
内用薬 3231001X1124 ブドウ糖 １０ｇ 局 第一葡萄糖 第一三共 13.8
内用薬 3231001X1140 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖（（三晃）） 協和医療開発 13.8
内用薬 3231001X1167 ブドウ糖 １０ｇ 局※ ブドウ糖（日興製薬） 日興製薬 13.4
内用薬 3231001X1175 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「ヨシダ」 吉田製薬 13
内用薬 3232001X1016 果糖 １ｇ 局 果糖 10.8
内用薬 3253001D1028 総合アミノ酸製剤 ２．５ｇ１包 アミユー顆粒 味の素 54.1
内用薬 3253002D1022 総合アミノ酸製剤 １ｇ ＥＳポリタミン顆粒 日本製薬 14.5
内用薬 3253003D1035 イソロイシン・ロイシ

ン・バリン
４．７４ｇ１包 リックル顆粒 沢井製薬 144.9 後発品

内用薬 3253003D1043 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 レオバクトン顆粒分包 長生堂製薬 132.2 後発品

内用薬 3253003D1051 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 アミノバクト顆粒 日医工 113.5 後発品

内用薬 3253003D1060 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 アミノメルク顆粒 マイラン製薬 169.5 後発品

内用薬 3253003D1078 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 リバレバン顆粒 メディサ新薬 132.2 後発品

内用薬 3253003D1086 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 コベニール顆粒 陽進堂 113.5 後発品

内用薬 3253003D2023 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．１５ｇ１包 リーバクト顆粒 味の素 275.5

内用薬 3253003D3020 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．５ｇ１包 ヘパアクト顆粒 東亜薬品 185.6 後発品

内用薬 3253003D4026 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７３ｇ１包 ブラニュート顆粒 日本製薬 199.5 後発品

内用薬 3259103B1028 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタール 味の素 62.3
内用薬 3259107A1020 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタールＰ 味の素 79.4



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 3259108B1020 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ アミノレバンＥＮ 大塚製薬 113.9
内用薬 3259109S1025 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ エンシュア・リキッド 明治乳業 7.1
内用薬 3259110C1023 経腸成分栄養剤 １０ｇ エンテルード テルモ 39.9
内用薬 3259111A1027 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ ヘパンＥＤ 味の素 105.6
内用薬 3259112S1027 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ハーモニック－Ｍ エスエス製薬 9.8
内用薬 3259113S1021 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 イーエヌ大塚製

薬
10.1

内用薬 3259114S1026 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ エンシュア・Ｈ 明治乳業 12.4
内用薬 3259115S1020 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ハーモニック－Ｆ エスエス製薬 9
内用薬 3259116S1025 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ラコール イーエヌ大塚製

薬
9.6

内用薬 3272001X1038 マルツエキス １ｇ ※ マルツエキス分包（和光堂） 和光堂 6.4
内用薬 3272001X1046 マルツエキス １ｇ ※ マルツエキス（和光堂） 和光堂 6.4
内用薬 3279103X2024 フェニルアラニン除去ミ

ルク
１ｇ 雪印新フェニルアラニン除去ミルク 雪印乳業 14.7

内用薬 3279104X2029 ロイシン・イソロイシ
ン・バリン除去ミルク

１ｇ 雪印新ロイシン・イソロイシン・バリン除去
ミルク

雪印乳業 51.8

内用薬 3279106X1021 糖原病用ミルク １ｇ ＧＳＤフォーミュラＮ明乳 明治乳業 10.4
内用薬 3279107X1026 糖原病用ミルク １ｇ ＧＳＤフォーミュラＤ明乳 明治乳業 10.3
内用薬 3291001X1017 ブドウ酒 １０ｍＬ 局 ブドウ酒 20.7
内用薬 3321002B1139 カルバゾクロムスルホン

酸ナトリウム
１０％１ｇ アドナ散１０％ 田辺三菱製薬 48.6

内用薬 3321002B1147 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０％１ｇ アーツェー散１０％ マルコ製薬 12.2 後発品

内用薬 3321002C1045 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０％１ｇ カルタゾン細粒 鶴原製薬 9.6 後発品

内用薬 3321002C1126 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０％１ｇ ラノビ細粒 イセイ 9 後発品

内用薬 3321002F1092 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０ｍｇ１錠 アドナ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.6

内用薬 3321002F1106 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０ｍｇ１錠 アーツェー錠１０ｍｇ マルコ製薬 5.5 後発品

内用薬 3321002F2110 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 オダノン錠 東和薬品 6.1 後発品

内用薬 3321002F2153 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 カルタゾン錠３０ 鶴原製薬 6.1 後発品

内用薬 3321002F2269 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 タジン錠３０ あすか製薬 11.3 後発品

内用薬 3321002F2358 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 ラノビ錠３０ イセイ 6.1 後発品

内用薬 3321002F2366 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 アドナ錠３０ｍｇ 田辺三菱製薬 12.5

内用薬 3321002F2374 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 アーツェー錠３０ｍｇ マルコ製薬 6.1 後発品

内用薬 3321002F2382 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 カルバジャスト錠３０ｍｇ 陽進堂 6.1 後発品

内用薬 3321002F2390 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 オダノン錠３０ｍｇ 東和薬品 6.1 後発品

内用薬 3321003F2034 メシル酸アドレノクロム
モノアミノグアニジン

３０ｍｇ１錠 Ｓ－アドカル錠 日新製薬（山
形）

6.1 後発品

内用薬 3321003F2042 メシル酸アドレノクロム
モノアミノグアニジン

３０ｍｇ１錠 Ｓ・アドクノン錠３０ アルフレッサ
ファーマ

11.9

内用薬 3321003F2085 メシル酸アドレノクロム
モノアミノグアニジン

３０ｍｇ１錠 エーシーコール錠３０ｍｇ 高田製薬 6.1 後発品

内用薬 3322001X1015 ゼラチン １０ｇ 局 ゼラチン 17.1
内用薬 3322002X1010 精製ゼラチン １０ｇ 局 精製ゼラチン 17.1
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 670.4 後発品

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 1526.8

内用薬 3323001C2033 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 持田製薬 2334.3

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 511.1 後発品

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 1047.1

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 20.2
内用薬 3327002C1065 トラネキサム酸 ５０％１ｇ バナリントップ細粒 鶴原製薬 7.7 後発品
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 7.7 後発品
内用薬 3327002F1029 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 ケイサミン錠 三恵薬品 6.4 後発品
内用薬 3327002F1134 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 ニコルダ錠２５０ｍｇ 扶桑薬品工業 6.4 後発品
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 11.7
内用薬 3327002F1150 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 プレタスミン錠２５０ｍｇ 辰巳化学 6.4 後発品
内用薬 3327002F1169 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 6.4 後発品
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 21.3
内用薬 3327002F2050 トラネキサム酸 ５００ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 9.4 後発品
内用薬 3327002M1109 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トラネキサム酸・Ｃ「トーワ」 東和薬品 6.4 後発品
内用薬 3327002M1150 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トランサミンカプセル 第一三共 11.5
内用薬 3327002M1265 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 リカバリン 旭化成ファーマ 6.4 後発品
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 11.5 後発品
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 6.4 後発品

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 6.4 後発品
内用薬 3327002Q1038 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トラネキサンシロップ 大洋薬品工業 3.4 後発品
内用薬 3327002Q1046 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トランサミンシロップ 埼玉第一製薬 4.3
内用薬 3329100H1023 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錠 アルフレッサ

ファーマ
16.9

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 9.7
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 11.1
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 9.7
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 9.7
内用薬 3399001C1027 塩酸チクロピジン １０％１ｇ パナルジン細粒１０％ サノフィ・アベ

ンティス
74.9

内用薬 3399001C1051 塩酸チクロピジン １０％１ｇ ニチステート細粒１０％ 日医工 22.2 後発品
内用薬 3399001C1060 塩酸チクロピジン １０％１ｇ チクピロン細粒１０％ 沢井製薬 26.4 後発品
内用薬 3399001F1015 塩酸チクロピジン １００ｍｇ１錠 塩酸チクロピジン１００ｍｇ錠 8.4 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 3399001F1082 塩酸チクロピジン １００ｍｇ１錠 パナルジン錠 サノフィ・アベ

ンティス
67.1

内用薬 3399001F1112 塩酸チクロピジン １００ｍｇ１錠 ピクロジン錠 テイコクメ
ディックス

13.9 後発品

内用薬 3399001F1279 塩酸チクロピジン １００ｍｇ１錠 ヒシミドン錠１００ｍｇ ニプロファーマ 14.9 後発品
内用薬 3399002B1026 シロスタゾール ２０％１ｇ プレタール散２０％ 大塚製薬 438.4
内用薬 3399002F1010 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠 17.4 後発品
内用薬 3399002F1036 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 アイタント錠５０ 東和薬品 33.4 後発品
内用薬 3399002F1044 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 エクバール錠５０ 高田製薬 82.6 後発品
内用薬 3399002F1052 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 オペタール錠５０ メディサ新薬 29.3 後発品
内用薬 3399002F1060 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 グロント錠５０ｍｇ 大原薬品工業 29.3 後発品
内用薬 3399002F1079 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロシナミン錠５０ｍｇ サンド 40.8 後発品
内用薬 3399002F1087 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロステート錠５０ 日医工 29.3 後発品
内用薬 3399002F1095 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスメルク錠５０ マイラン製薬 33.4 後発品
内用薬 3399002F1109 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ファンテゾール錠５０ シオノケミカル 31.7 後発品
内用薬 3399002F1117 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 フレニード錠５０ 沢井製薬 34.9 後発品
内用薬 3399002F1125 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレスタゾール錠５０ 日本薬品工業 77.4 後発品
内用薬 3399002F1133 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレラジン錠５０ 大洋薬品工業 29.3 後発品
内用薬 3399002F1141 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ホルダゾール錠５０ 大正薬品工業 34.9 後発品
内用薬 3399002F1150 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ラノミン錠５０ ダイト 26.7 後発品
内用薬 3399002F1168 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ロタゾナ錠５０ 長生堂製薬 29.3 後発品
内用薬 3399002F1184 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 33.4 後発品
内用薬 3399002F1192 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレタール錠５０ｍｇ 大塚製薬 115.9
内用薬 3399002F2016 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠 37.1 後発品
内用薬 3399002F2032 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 アイタント錠１００ 東和薬品 66 後発品
内用薬 3399002F2040 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 エジェンヌ錠１００ 陽進堂 49.6 後発品
内用薬 3399002F2059 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 オペタール錠１００ メディサ新薬 70.3 後発品
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 156.1 後発品
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 75.7 後発品
内用薬 3399002F2091 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロステート錠１００ 日医工 56.3 後発品
内用薬 3399002F2105 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスメルク錠１００ マイラン製薬 66 後発品
内用薬 3399002F2113 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 ファンテゾール錠１００ シオノケミカル 58.2 後発品
内用薬 3399002F2121 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 フレニード錠１００ 沢井製薬 70.3 後発品
内用薬 3399002F2148 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレスタゾール錠１００ 日本薬品工業 146.1 後発品
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 80 後発品
内用薬 3399002F2164 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレラジン錠１００ 大洋薬品工業 49.6 後発品
内用薬 3399002F2172 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 ホルダゾール錠１００ 大正薬品工業 58.2 後発品
内用薬 3399002F2199 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 ロタゾナ錠１００ 長生堂製薬 42.2 後発品
内用薬 3399002F2202 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 エクバール錠１００ 高田製薬 146.1 後発品
内用薬 3399002F2210 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プラテミール錠１００ 小林化工 58.2 後発品
内用薬 3399002F2237 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレタール錠１００ｍｇ 大塚製薬 208
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 テイコクメ

ディックス
78.6 後発品

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 テイコクメ
ディックス

96.3 後発品

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 47.5 後発品

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 大洋薬品工業 49.4 後発品

内用薬 3399003F1065 リマプロストアルファデ
クス

５μｇ１錠 オパプロスモン錠５μｇ 日医工 44.5 後発品

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 85.2

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 79.6

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 42.6 後発品

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５μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 40.3 後発品

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 大洋薬品工業 99.1 後発品

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 52.2
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 39.6 後発品
内用薬 3399004M1050 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル アンサチュールカプセル３００ 日医工 19.9 後発品
内用薬 3399004M1085 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコペントカプセル３００ 日本ジェネリッ

ク
25 後発品

内用薬 3399004M1107 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エナゼックカプセル３００ マルコ製薬 21.7 後発品
内用薬 3399004M1115 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパキャップソフト３００ 東洋カプセル 19.9 後発品
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 25 後発品
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 28.7 後発品
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 19.9 後発品
内用薬 3399004M1158 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパンドカプセル３００ メディサ新薬 22.9 後発品
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 34.2 後発品
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 21.9 後発品
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 19.9 後発品
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 22.9 後発品
内用薬 3399004M1220 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ノンソルカプセル３００ 大洋薬品工業 19.9 後発品
内用薬 3399004M1263 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ペオナールカプセル３００ 塩野義製薬 28.7 後発品
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 19.9 後発品
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 19.9 後発品
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 19.4 後発品
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３００ｍｇ 東洋カプセル 19.9 後発品
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 53.8
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 103.7
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６００ｍｇ 森下仁丹 90.9 後発品
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 152.7
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９００ｍｇ 森下仁丹 136.5 後発品
内用薬 3399005F1021 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ドルナー錠２０μｇ 東レ 76.7
内用薬 3399005F1030 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロサイリン錠２０ 科研製薬 75.4
内用薬 3399005F1048 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベルナール錠２０μｇ 旭化成ファーマ 35 後発品
内用薬 3399005F1056 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベルラー錠２０μｇ 大原薬品工業 29.7 後発品
内用薬 3399005F1064 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロスタリン錠２０μｇ 共和薬品工業 37.8 後発品
内用薬 3399005F1072 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロドナー錠２０ 沢井製薬 37.8 後発品
内用薬 3399005F1099 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベストルナー錠２０ シオノケミカル 52.9 後発品
内用薬 3399005F1102 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラストリン錠２０μｇ 大正薬品工業 31.8 後発品
内用薬 3399005F1110 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ドルナリン錠２０μｇ 大洋薬品工業 31.8 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 3399005F1129 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベプラリード錠２０μｇ 長生堂製薬 41.8 後発品
内用薬 3399005F1145 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロルナー錠２０μｇ 日医工 35 後発品
内用薬 3399005F1153 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 セナプロスト錠２０μｇ 富士製薬工業 35 後発品
内用薬 3399005F1161 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラドルリン錠２０μｇ 陽進堂 29.7 後発品
内用薬 3399005F1170 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロスナー錠２０μｇ 東和薬品 41.8 後発品
内用薬 3399005F2028 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ドルナリン錠４０μｇ 大洋薬品工業 78.3 後発品
内用薬 3399005F2036 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 プロスナー錠４０μｇ 東和薬品 91.6 後発品
内用薬 3399005F2044 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 プロルナー錠４０μｇ 日医工 66.6 後発品
内用薬 3399005F2052 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラドルリン錠４０μｇ 陽進堂 47.7 後発品
内用薬 3399006C1020 塩酸サルポグレラート １０％１ｇ アンプラーグ細粒１０％ 田辺三菱製薬 179.6
内用薬 3399006F1026 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 アンプラーグ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 98.6
内用薬 3399006F2022 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 アンプラーグ錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 170.3
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 6.1 後発品
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 6.1 後発品
内用薬 3399007H1048 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン錠１００「ＫＮ」 小林化工 6.1 後発品
内用薬 3399007H1056 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「メルク」 マイラン製薬 6.1 後発品
内用薬 3399007H1064 アスピリン １００ｍｇ１錠 ニチアスピリン錠１００ 日医工 6.1 後発品
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 6.1 後発品
内用薬 3399008F1025 硫酸クロピドグレル ２５ｍｇ１錠 プラビックス錠２５ｍｇ サノフィ・アベ

ンティス
110.6

内用薬 3399008F2021 硫酸クロピドグレル ７５ｍｇ１錠 プラビックス錠７５ｍｇ サノフィ・アベ
ンティス

279.4

内用薬 3399100F1027 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 アスファネート錠８１ｍｇ 中北薬品 6.1 後発品

内用薬 3399100F1043 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 ニトギス錠８１ｍｇ シオノケミカル 6.1 後発品

内用薬 3399100F1051 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 バッサミン錠８１ｍｇ 大洋薬品工業 6.1 後発品

内用薬 3399100F1060 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 バファリン８１ｍｇ錠 ライオン 6.1 後発品

内用薬 3399100F1078 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 ファモター８１ｍｇ錠 鶴原製薬 6.1 後発品

内用薬 3916001X1053 グルクロノラクトン １ｇ グロンサン原末 中外製薬 10.9
内用薬 3919001F1041 プロトポルフィリン二ナ

トリウム
１０ｍｇ１錠 ポルフラジン（１０ｍｇ） 東邦新薬 6.1 後発品

内用薬 3919001F2137 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 プロトポルト錠 寿製薬 6.1 後発品

内用薬 3919001F2161 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 プロトポルフィリンナトリウム錠（ツルハ
ラ）

鶴原製薬 6.1 後発品

内用薬 3919001F2218 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 プロルモン錠 田辺三菱製薬 7.8 後発品

内用薬 3919001F2269 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ヨウレバー 陽進堂 6.1 後発品

内用薬 3919001F2277 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 レバスダン錠 日新製薬（山
形）

6.1 後発品

内用薬 3919002B1028 ジクロロ酢酸ジイソプロ
ピルアミン

１０％１ｇ リバオール散 第一三共 25.2

内用薬 3919002F1020 ジクロロ酢酸ジイソプロ
ピルアミン

２０ｍｇ１錠 リバオール錠 第一三共 6.2

内用薬 3919003F2020 チオプロニン １００ｍｇ１錠 チオラ錠１００ マイラン製薬 11.6
内用薬 3919005F1023 マロチラート ２００ｍｇ１錠 カンテック錠 第一三共 111.9
内用薬 3919006B1034 アミノエチルスルホン酸 ９８％１ｇ タウリン散９８％「大正」 大正製薬 10.6
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 203.5
内用薬 3919100F1070 グリチルリチン・ＤＬ－

メチオニン配合剤
１錠 グリチオール錠 沢井製薬 5.5

内用薬 3919100F1088 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 グリチロン錠 ミノファーゲン
製薬

6.2

内用薬 3919100F1096 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ニチファーゲン錠 日新製薬（山
形）

5.5

内用薬 3919100F1100 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錠 大鵬薬品工業 6.1

内用薬 3919101F1023 肝臓加水分解物配合剤 １錠 プロヘパール錠 科研製薬 7.6
内用薬 3919103F1022 グリチルリチン酸・ＤＬ

－メチオニン
１錠 リコチオン錠 丸善製薬 7.3

内用薬 3919300D1024 肝臓加水分解物 ２０％１ｇ レバイデンＧ顆粒 東邦新薬 9.8
内用薬 3919300F1122 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 レナルチン錠 イセイ 6.1 後発品
内用薬 3919300F1130 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 レバイデン 東邦新薬 6.1
内用薬 3919300F1173 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 レバラミン腸溶錠１００ｍｇ ニプロファーマ 6.1 後発品
内用薬 3919300F1181 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 ゴスペール・レバー腸溶錠１００ｍｇ ニプロジェネ

ファ
6.1 後発品

内用薬 3921001F1023 エデト酸カルシウム二ナ
トリウム

５００ｍｇ１錠 ブライアンＳ錠 日新製薬（山
形）

104.4 後発品

内用薬 3922001B2041 グルタチオン ２０％１ｇ タチオン散２０％ アステラス製薬 35
内用薬 3922001F1098 グルタチオン ５０ｍｇ１錠 タチオン錠５０ｍｇ アステラス製薬 11.7
内用薬 3922001F2078 グルタチオン １００ｍｇ１錠 グルタイド錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 15.3 後発品
内用薬 3922001F2124 グルタチオン １００ｍｇ１錠 ※　グルタチオン錠（東洋ファルマー） キョーリンリメ

ディオ
7.7 後発品

内用薬 3922001F2248 グルタチオン １００ｍｇ１錠 タチオン錠１００ｍｇ アステラス製薬 18.1
内用薬 3922001F2302 グルタチオン １００ｍｇ１錠 ランデールチオンＳ 鶴原製薬 7.7 後発品
内用薬 3929001M1039 Ｄ－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 41.4
内用薬 3929001M2035 Ｄ－ペニシラミン １００ｍｇ１カプセル メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ 大正製薬 70.5
内用薬 3929001M3031 Ｄ－ペニシラミン ２００ｍｇ１カプセル メタルカプターゼカプセル２００ｍｇ 大正製薬 131.4
内用薬 3929003C1024 球形吸着炭 １ｇ クレメジン細粒 クレハ 127.3
内用薬 3929003C1032 球形吸着炭 １ｇ キューカル細粒分包２ｇ テイコクメ

ディックス
90.5 後発品

内用薬 3929003C1040 球形吸着炭 １ｇ メルクメジン細粒 マイラン製薬 85.1 後発品
内用薬 3929003M1020 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセル クレメジンカプセル２００ クレハ 25.7
内用薬 3929003M1038 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセル メルクメジンカプセル２００ｍｇ マイラン製薬 16.8 後発品
内用薬 3929003M2026 球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセル キューカルカプセル２８６ｍｇ テイコクメ

ディックス
26.7 後発品

内用薬 3929004F1025 ホリナートカルシウム ５ｍｇ１錠 ロイコボリン錠５ｍｇ ワイス 969.5
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 2218
内用薬 3929004F2030 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ロイコボリン錠２５ｍｇ ワイス 2218
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 284.8
内用薬 3929006S1022 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％「セン

ジュ」
千寿製薬 106.4
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内用薬 3932001S1033 シアナミド １％１ｍＬ シアナマイド液－Ｗｆ 田辺三菱製薬 8.8
内用薬 3939001B1026 ジスルフィラム １ｇ 局 ノックビン 田辺三菱製薬 43.7
内用薬 3941001F1026 コルヒチン ０．５ｍｇ１錠 コルヒチン錠「シオノギ」 塩野義製薬 8.7
内用薬 3941001F1069 コルヒチン ０．５ｍｇ１錠 コルヒチン錠０．５ｍｇ「シオノギ」 塩野義製薬 8.7
内用薬 3942001F1015 プロベネシド ２５０ｍｇ１錠 局 プロベネシド錠 9.7
内用薬 3943001C1024 アロプリノール ２０％１ｇ リボール細粒 メディサ新薬 26.8 後発品
内用薬 3943001F1020 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アイデイト錠 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 3943001F1047 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アノプロリン錠 アルフレッサ

ファーマ
7.7 後発品

内用薬 3943001F1098 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロック錠 サンド 7.7 後発品
内用薬 3943001F1187 アロプリノール １００ｍｇ１錠 ケトブンＡ イセイ 6.1 後発品
内用薬 3943001F1233 アロプリノール １００ｍｇ１錠 マサトン錠 全星薬品工業 6.1 後発品
内用薬 3943001F1284 アロプリノール １００ｍｇ１錠 リボール錠 メディサ新薬 7.7 後発品
内用薬 3943001F1314 アロプリノール １００ｍｇ１錠 ザイロリック錠１００ グラクソ・スミ

スクライン
29.1

内用薬 3943001F1322 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.1 後発品
内用薬 3943001F1330 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 3943001F1349 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノールコーワ錠１００ｍｇ 興和 7.7 後発品
内用薬 3943001F1357 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アデノック錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 17.3 後発品
内用薬 3943001F1365 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロシトール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 24.9 後発品
内用薬 3943001F1373 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
6.1 後発品

内用薬 3943001F1381 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「ショーワ」 昭和薬品化工 6.1 後発品
内用薬 3943001F1390 アロプリノール １００ｍｇ１錠 タカナルミン錠１００ｍｇ 高田製薬 6.1 後発品
内用薬 3943001F1403 アロプリノール １００ｍｇ１錠 ユーリック錠１００ｍｇ 日新製薬（山

形）
6.1 後発品

内用薬 3943001F1411 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロチーム錠１００ｍｇ 沢井製薬 6.1 後発品
内用薬 3943001F1420 アロプリノール １００ｍｇ１錠 サロベール錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 17.3 後発品
内用薬 3943001F1438 アロプリノール １００ｍｇ１錠 プロデック錠１００ｍｇ 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 3943001F1446 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アリスメット錠１００ｍｇ 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 3943001F1454 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アンジーフ錠１００ｍｇ 日本ケミファ 7.7 後発品
内用薬 3943001F1462 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロリン錠１００ｍｇ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 3943001F1470 アロプリノール １００ｍｇ１錠 ノイファン錠１００ｍｇ ナガセ医薬品 7.7 後発品
内用薬 3943001F1489 アロプリノール １００ｍｇ１錠 ミニプラノール錠１００ｍｇ 日医工 6.8 後発品
内用薬 3943001F1497 アロプリノール １００ｍｇ１錠 ケトブン錠１００ｍｇ イセイ 6.1 後発品
内用薬 3943001F1500 アロプリノール １００ｍｇ１錠 マサトン錠１００ｍｇ 全星薬品工業 6.1 後発品
内用薬 3943001F2027 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 ザイロリック錠５０ グラクソ・スミ

スクライン
16.2

内用薬 3949002C1022 ベンズブロマロン １０％１ｇ ムイロジン細粒 寿製薬 51.1 後発品
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 10.7 後発品
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 18.1
内用薬 3949002F2025 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ガウトマロン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 9.2 後発品
内用薬 3949002F2033 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 キランガ錠 イセイ 8.3 後発品
内用薬 3949002F2050 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ブロマノーム錠 テイコクメ

ディックス
9.2 後発品

内用薬 3949002F2106 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ウロリープ錠５０ 大洋薬品工業 7.9 後発品
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 33
内用薬 3949002F2122 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 トレビアノーム錠５０ｍｇ 東和薬品 8.3 後発品
内用薬 3949002F2130 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズマロン錠５０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
9.2 後発品

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 16.5 後発品
内用薬 3949002F2157 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 キランガ錠５０ｍｇ イセイ 8.3 後発品
内用薬 3949101A1025 クエン酸カリウム・クエ

ン酸ナトリウム
１ｇ ウラリット－Ｕ 日本ケミファ 24.6

内用薬 3949101A1033 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウタゲン－Ｕ 全星薬品工業 10.9 後発品

内用薬 3949101A1041 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ピナロック ナガセ医薬品 12.4 後発品

内用薬 3949101A1050 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ トロノームＵ 大原薬品工業 10.9 後発品

内用薬 3949101A1068 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウリンメット－Ｕ メディサ新薬 10.9 後発品

内用薬 3949101A1076 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウロアシス散 日医工 10.9 後発品

内用薬 3949101A1084 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ポトレンド散 東和薬品 9.4 後発品

内用薬 3949101A1092 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウラリット－Ｕ散 日本ケミファ 24.6

内用薬 3949101A1106 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ピナロック散 ナガセ医薬品 12.4 後発品

内用薬 3949101F1022 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ウラリット錠 日本ケミファ 12.6

内用薬 3949101F1030 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ピナロック錠 ナガセ医薬品 6.8 後発品

内用薬 3949101F1049 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 トロノーム錠 大原薬品工業 6.8 後発品

内用薬 3949101F1057 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ウリンメット錠 メディサ新薬 6.3 後発品

内用薬 3949101F1065 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ポトレンド錠 東和薬品 6.1 後発品

内用薬 3959001C1016 塩化リゾチーム １０％１ｇ 塩化リゾチーム１０％細粒 6.6 後発品
内用薬 3959001C1083 塩化リゾチーム １０％１ｇ アクディーム細粒１０％ あすか製薬 44.6 後発品
内用薬 3959001C2039 塩化リゾチーム ２０％１ｇ ノイチーム細粒２０％ サンノーバ 89.2
内用薬 3959001C3027 塩化リゾチーム ４５％１ｇ アクディーム細粒４５％ あすか製薬 129.2 後発品
内用薬 3959001D2018 塩化リゾチーム １０％１ｇ 塩化リゾチーム１０％顆粒 6.3 後発品
内用薬 3959001D2301 塩化リゾチーム １０％１ｇ ノイチーム顆粒１０％ サンノーバ 51.8
内用薬 3959001D2328 塩化リゾチーム １０％１ｇ レフトーゼ顆粒１０％ 日本新薬 67
内用薬 3959001D4029 塩化リゾチーム ３０％１ｇ 塩化リゾチーム顆粒３０％「トーワ」 東和薬品 12.7 後発品
内用薬 3959001D4037 塩化リゾチーム ３０％１ｇ オペック顆粒（３０％） 富山化学工業 28.8 後発品
内用薬 3959001D4045 塩化リゾチーム ３０％１ｇ リゾチオーゼ顆粒３０％ 長生堂製薬 10.5 後発品
内用薬 3959001D5025 塩化リゾチーム ６０％１ｇ スカノーゼリン顆粒６０ 鶴原製薬 32.4 後発品
内用薬 3959001F1039 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠１０「ＴＳ」 東邦新薬 5.5 後発品
内用薬 3959001F1047 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠「イワキ」１０ｍｇ 岩城製薬 5.5 後発品
内用薬 3959001F1136 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 スカノーゼリン１０ 鶴原製薬 5.5 後発品
内用薬 3959001F1152 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 ノイチーム錠１０ｍｇ サンノーバ 9.4
内用薬 3959001F1233 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠１０ｍｇ 日本新薬 10.8



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 3959001F2051 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 エリチーム イセイ 6.1 後発品
内用薬 3959001F2086 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０「ＴＳ」 東邦新薬 6.1 後発品
内用薬 3959001F2094 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠「イワキ」３０ｍｇ 岩城製薬 6.1 後発品
内用薬 3959001F2124 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０「タケシマ」 ニプロジェネ

ファ
6.1 後発品

内用薬 3959001F2132 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０・「トーワ」 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 3959001F2230 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 スカノーゼリン 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 3959001F2264 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 ノイターゼ３０ 沢井製薬 6.1 後発品
内用薬 3959001F2272 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 ノイチーム錠３０ｍｇ サンノーバ 20.5
内用薬 3959001F2310 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 ミタチーム錠３０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
6.1 後発品

内用薬 3959001F2361 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 リチーム３０ 日医工 6.1 後発品
内用薬 3959001F2370 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠（３０ｍｇ） 日本新薬 26.4
内用薬 3959001F2388 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 アクディーム錠３０ｍｇ あすか製薬 17.1 後発品
内用薬 3959001F2396 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 3959001F3023 塩化リゾチーム ５０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠（５０ｍｇ） 日本新薬 40.1
内用薬 3959001F5018 塩化リゾチーム ９０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム９０ｍｇ錠 6.1 後発品
内用薬 3959001F5212 塩化リゾチーム ９０ｍｇ１錠 ノイチーム錠９０ｍｇ サンノーバ 36.9
内用薬 3959001M1038 塩化リゾチーム ９０ｍｇ１カプセル アクディームカプセル９０ｍｇ あすか製薬 33.5 後発品
内用薬 3959001Q1021 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ アクディームシロップ０．５％ あすか製薬 6.2 後発品
内用薬 3959001Q1030 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ エリチームシロップ イセイ 2.3 後発品
内用薬 3959001Q1048 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ 塩化リゾチームシロップ「タイヨー」 大洋薬品工業 2.3 後発品
内用薬 3959001Q1056 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ 塩化リゾチームシロップ・「トーワ」 東和薬品 2.3 後発品
内用薬 3959001Q1072 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ スカノーゼリンシロップ 鶴原製薬 2.3 後発品
内用薬 3959001Q1080 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ ノイターゼシロップ 沢井製薬 2.3 後発品
内用薬 3959001Q1129 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ ノイチームシロップ０．５％ サンノーバ 6.2 後発品
内用薬 3959001Q1137 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ レフトーゼシロップ０．５％ シオエ製薬 7.3
内用薬 3959001Q1145 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ エンリゾシロップ０．５％「タツミ」 辰巳化学 2.3 後発品
内用薬 3959001Q2028 塩化リゾチーム １％１ｍＬ アクディームシロップ１％ あすか製薬 9.1 後発品
内用薬 3959001R1060 塩化リゾチーム １．５％１ｇ トヨリゾームＤＳ マルコ製薬 5.7 後発品
内用薬 3959001R2040 塩化リゾチーム ３％１ｇ タンチナーゼＳドライシロップ 大洋薬品工業 7.4 後発品
内用薬 3959001R3038 塩化リゾチーム １０％１ｇ 塩化リゾチームドライシロップ（陽進） 陽進堂 6.9 後発品
内用薬 3959001R3046 塩化リゾチーム １０％１ｇ リゾチーム塩酸塩ドライシロップ１０％「Ｙ

Ｄ」
陽進堂 6.9 後発品

内用薬 3959002F3052 セミアルカリプロティ
ナーゼ

１５ｍｇ１錠 ゼオエース錠１５ｍｇ 三和化学研究所 8.6 後発品

内用薬 3959002F3060 セミアルカリプロティ
ナーゼ

１５ｍｇ１錠 チオセプローゼ錠 長生堂製薬 6.9 後発品

内用薬 3959002M3027 セミアルカリプロティ
ナーゼ

１５ｍｇ１カプセル セアプローゼＳ－ＡＰ１５ｍｇ 天野エンザイム 9.8 後発品

内用薬 3959003D1037 セラペプターゼ １％１ｇ ダーゼン顆粒１％ 武田薬品工業 28.5
内用薬 3959003F1038 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 イルザイム錠 マルコ製薬 6.1 後発品
内用薬 3959003F1046 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 エイビス錠 日新製薬（山

形）
6.1 後発品

内用薬 3959003F1062 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 オムゼン錠 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 3959003F1070 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ケジフェン錠 共和薬品工業 6.1 後発品
内用薬 3959003F1089 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 シマターゼ ニプロジェネ

ファ
6.1 後発品

内用薬 3959003F1135 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ニコラーゼ 沢井製薬 6.1 後発品
内用薬 3959003F1151 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 バザロイン錠 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 3959003F1186 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ダーゼン５ｍｇ錠 武田薬品工業 19.6
内用薬 3959003F2026 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 イルザイム錠１０ マルコ製薬 6.1 後発品
内用薬 3959003F2042 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 セフラターゼ錠１０ 長生堂製薬 6.1 後発品
内用薬 3959003F2069 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ダーゼン１０ｍｇ錠 武田薬品工業 25.6
内用薬 3959003F2077 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ニコラーゼ錠１０ 沢井製薬 6.1 後発品
内用薬 3959003F2085 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ヒシターゼ錠 ニプロファーマ 6.1 後発品
内用薬 3959003F2115 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ラセチダ錠１０ｍｇ 前田薬品工業 6.1 後発品
内用薬 3959003F2123 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 バザロイン錠１０ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 3959003F2131 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ヒシターゼ錠１０ｍｇ ニプロファーマ 6.1 後発品
内用薬 3959004F1024 プロナーゼ １８，０００単位１錠 エンピナース・ＰＤ錠 科研製薬 20.4
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 20.4
内用薬 3959004M1031 プロナーゼ ９，０００単位１カプ

セル
エンピナース・Ｐ 科研製薬 11.5

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 11.5

内用薬 3959005F5032 ブロメライン ４０，０００単位１錠 キモタブＳ４万単位 持田製薬 8.6 後発品
内用薬 3959100F1040 ブロメライン・結晶トリ

プシン
１錠 キモタブ 持田製薬 6.2

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 19.8
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 36.3
内用薬 3961002F1023 グリクロピラミド ２５０ｍｇ１錠 デアメリンＳ錠 杏林製薬 29.5
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 29.5
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 9.1
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 6.1 後発品
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「ＥＭＥ サンノーバ 6.1 後発品
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 6.1 後発品
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・アベ

ンティス
8.7

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 15.3
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 6.1 後発品
内用薬 3961003F2067 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 オペアミン錠２．５ メディサ新薬 6.1 後発品
内用薬 3961003F2075 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 セオグルミン錠２．５ｍｇ 長生堂製薬 6.1 後発品
内用薬 3961003F2091 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ベンクラート錠２．５ｍｇ 大洋薬品工業 6.1 後発品
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 6.1 後発品
内用薬 3961003F2113 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 クラミトン錠２．５ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 3961003F2121 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリピナート錠 サンド 6.1 後発品
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 6.1 後発品
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・アベ

ンティス
15.3

内用薬 3961003F2164 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ブラトゲン錠２．５ｍｇ 日医工 6.1 後発品
内用薬 3961004F1014 クロルプロパミド １００ｍｇ１錠 局 クロルプロパミド錠 7.4
内用薬 3961004F2010 クロルプロパミド ２５０ｍｇ１錠 局 クロルプロパミド錠 9.7
内用薬 3961006F1013 トルブタミド ２５０ｍｇ１錠 局 トルブタミド錠 8.6
内用薬 3961006F2010 トルブタミド ５００ｍｇ１錠 局 トルブタミド錠 10.8
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・アベ

ンティス
14.7



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 3961006X1019 トルブタミド １ｇ 局 トルブタミド 15.3
内用薬 3961007F1034 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 キョワクロン錠 共和薬品工業 6.4 後発品
内用薬 3961007F1050 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリミラン錠 小林化工 9.6 後発品
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 29.5
内用薬 3961007F1123 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 クラウナート錠４０ｍｇ 大洋薬品工業 6.4 後発品
内用薬 3961007F1131 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 6.1 後発品
内用薬 3961007F1140 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 ダイアグリコ錠４０ｍｇ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 3961007F1158 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 ルイメニア錠４０ｍｇ 日新製薬（山

形）
6.4 後発品

内用薬 3961007F1166 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 6.1 後発品
内用薬 3961007F1174 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 ベネラクサー錠４０ｍｇ 大正薬品工業 6.4 後発品
内用薬 3961007F1182 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グルタミール錠４０ｍｇ メディサ新薬 9.6 後発品
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 17.2
内用薬 3961007F2030 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 クラウナート錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 3961007F2049 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 6.1 後発品
内用薬 3961008F1020 グリメピリド １ｍｇ１錠 アマリール１ｍｇ錠 サノフィ・アベ

ンティス
22.5

内用薬 3961008F2027 グリメピリド ３ｍｇ１錠 アマリール３ｍｇ錠 サノフィ・アベ
ンティス

52.5

内用薬 3962001F1034 塩酸ブホルミン ５０ｍｇ１錠 塩酸ブホルミン錠「ミタ」 キョーリンリメ
ディオ

6.1 後発品

内用薬 3962001F1069 塩酸ブホルミン ５０ｍｇ１錠 ジベトンＳ錠（腸溶錠） 寿製薬 10 後発品
内用薬 3962001F1093 塩酸ブホルミン ５０ｍｇ１錠 ジベトス錠５０ｍｇ 日医工 10 後発品
内用薬 3962001F1107 塩酸ブホルミン ５０ｍｇ１錠 ジベトンＳ腸溶錠５０ｍｇ 寿製薬 10 後発品
内用薬 3962002F1039 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 メルビン錠 大日本住友製薬 9.7
内用薬 3962002F1047 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 メデット錠２５０ｍｇ トーアエイヨー 9.7 後発品
内用薬 3962002F1055 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 ネルビス錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 9.5 後発品
内用薬 3962002F1063 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 メトリオン錠２５０ シオノケミカル 9.3 後発品
内用薬 3962002F1071 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 グリコラン錠２５０ｍｇ 日本新薬 9.7
内用薬 3962002F1080 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局　メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 9.3 後発品

内用薬 3969001F1035 グリブゾール １２５ｍｇ１錠 グルデアーゼ錠１２５ 協和醗酵工業 11.8
内用薬 3969001F2040 グリブゾール ２５０ｍｇ１錠 グルデアーゼ錠２５０ 協和醗酵工業 21.9
内用薬 3969003F1026 アカルボース ５０ｍｇ１錠 グルコバイ錠５０ｍｇ バイエル薬品 27.7
内用薬 3969003F1034 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 19.6 後発品
内用薬 3969003F2022 アカルボース １００ｍｇ１錠 グルコバイ錠１００ｍｇ バイエル薬品 49
内用薬 3969003F2030 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 34.4 後発品
内用薬 3969004F1020 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベイスン錠０．２ 武田薬品工業 47.5
内用薬 3969004F1039 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ジャミール錠０．２ｍｇ 高田製薬 25 後発品
内用薬 3969004F1047 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベイグレース錠０．２ｍｇ メディサ新薬 30.1 後発品
内用薬 3969004F1055 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベイスロース錠０．２ｍｇ 陽進堂 22.5 後発品
内用薬 3969004F1063 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局　ベスタミオン錠０．２ 日新製薬（山

形）
21.3 後発品

内用薬 3969004F1071 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベルデリール錠０．２ｍｇ 長生堂製薬 25 後発品
内用薬 3969004F1080 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局　ベロム錠０．２ キョーリンリメ

ディオ
32.8 後発品

内用薬 3969004F1098 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベンジックス錠０．２ 大洋薬品工業 23.3 後発品
内用薬 3969004F1101 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグシール錠０．２ 日本薬品工業 27.4 後発品
内用薬 3969004F1110 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリース錠０．２ 小林化工 30.7 後発品
内用薬 3969004F1128 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリダーゼ錠０．２ 日医工 25 後発品
内用薬 3969004F1136 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 29.2 後発品
内用薬 3969004F1144 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２「タツミ」 辰巳化学 30.7 後発品
内用薬 3969004F1152 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 32.2 後発品
内用薬 3969004F1160 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「メルク」 マイラン製薬 25 後発品
内用薬 3969004F1179 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベグリラート錠０．２ｍｇ 大正薬品工業 22.3 後発品
内用薬 3969004F1187 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 20.1 後発品
内用薬 3969004F1195 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２「ＯＭＥ」 大原薬品工業 22 後発品
内用薬 3969004F1209 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 25 後発品
内用薬 3969004F2027 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベイスン錠０．３ 武田薬品工業 66
内用薬 3969004F2035 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ジャミール錠０．３ｍｇ 高田製薬 36.5 後発品
内用薬 3969004F2043 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベイグレース錠０．３ｍｇ メディサ新薬 47.7 後発品
内用薬 3969004F2051 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベイスロース錠０．３ｍｇ 陽進堂 30.4 後発品
内用薬 3969004F2060 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局　ベスタミオン錠０．３ 日新製薬（山

形）
31.3 後発品

内用薬 3969004F2078 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベルデリール錠０．３ｍｇ 長生堂製薬 31.3 後発品
内用薬 3969004F2086 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局　ベロム錠０．３ キョーリンリメ

ディオ
41 後発品

内用薬 3969004F2094 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベンジックス錠０．３ 大洋薬品工業 34.1 後発品
内用薬 3969004F2108 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグシール錠０．３ 日本薬品工業 39.7 後発品
内用薬 3969004F2116 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリース錠０．３ 小林化工 39.5 後発品
内用薬 3969004F2124 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリダーゼ錠０．３ 日医工 34.6 後発品
内用薬 3969004F2132 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 39.7 後発品
内用薬 3969004F2140 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３「タツミ」 辰巳化学 36.5 後発品
内用薬 3969004F2159 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 44.9 後発品
内用薬 3969004F2167 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「メルク」 マイラン製薬 36.5 後発品
内用薬 3969004F2175 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベグリラート錠０．３ｍｇ 大正薬品工業 31.3 後発品
内用薬 3969004F2183 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 30.4 後発品
内用薬 3969004F2191 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３「ＯＭＥ」 大原薬品工業 31.3 後発品
内用薬 3969004F2205 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 36.5 後発品
内用薬 3969004F3023 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．２ 武田薬品工業 47.5
内用薬 3969004F3031 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤフィルム０．２「ＱＱ」 救急薬品工業 23.9 後発品
内用薬 3969004F3040 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 30.1 後発品
内用薬 3969004F3058 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 22.4 後発品
内用薬 3969004F3066 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 29.2 後発品
内用薬 3969004F3074 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 23.3 後発品
内用薬 3969004F3082 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 32.2 後発品
内用薬 3969004F4020 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．３ 武田薬品工業 66
内用薬 3969004F4038 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤフィルム０．３「ＱＱ」 救急薬品工業 34.7 後発品
内用薬 3969004F4046 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 47.7 後発品
内用薬 3969004F4054 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 32.9 後発品
内用薬 3969004F4062 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 39.7 後発品
内用薬 3969004F4070 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 34.1 後発品
内用薬 3969004F4089 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 44.9 後発品
内用薬 3969006F1020 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 スターシス錠３０ｍｇ アステラス製薬 22.2
内用薬 3969006F1038 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ファスティック錠３０ 味の素 22.2
内用薬 3969006F2026 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 スターシス錠９０ｍｇ アステラス製薬 55.3



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 3969006F2034 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ファスティック錠９０ 味の素 55.3
内用薬 3969007F1024 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 アクトス錠１５ 武田薬品工業 98.6
内用薬 3969007F2020 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 アクトス錠３０ 武田薬品工業 184
内用薬 3969008F1029 ミチグリニドカルシウム

水和物
５ｍｇ１錠 グルファスト錠５ｍｇ キッセイ薬品工

業
30.7

内用薬 3969008F2025 ミチグリニドカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 グルファスト錠１０ｍｇ キッセイ薬品工
業

54.2

内用薬 3969009F1023 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 セイブル錠２５ｍｇ 三和化学研究所 30.1
内用薬 3969009F2020 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 セイブル錠５０ｍｇ 三和化学研究所 53.3
内用薬 3969009F3026 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 セイブル錠７５ｍｇ 三和化学研究所 74.3
内用薬 3992001D1040 アデノシン三リン酸二ナ

トリウム
１０％１ｇ トリノシン顆粒１０％ トーアエイヨー 22

内用薬 3992001D1059 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

１０％１ｇ アデホスコーワ顆粒１０％ 興和 29.7

内用薬 3992001F1041 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 アデタイド腸溶錠 寿製薬 5.9 後発品

内用薬 3992001F1084 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 アデホスコーワ腸溶錠２０ 興和 6.2

内用薬 3992001F1130 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ錠「イセイ」 イセイ 5.9 後発品

内用薬 3992001F1262 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠“第一” 第一三共 6.2

内用薬 3992001F1319 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 トリノシン腸溶錠２０ｍｇ トーアエイヨー 6.2

内用薬 3992001F1327 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ協和腸溶錠２０ 協和醗酵工業 6.2

内用薬 3992001F1335 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 5.9 後発品

内用薬 3992001F1343 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 5.9 後発品

内用薬 3992001F2030 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

３０ｍｇ１錠 ＡＴＰ錠３０ｍｇ「イセイ」 イセイ 5.9 後発品

内用薬 3992001F2048 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

３０ｍｇ１錠 ＡＴＰ錠３０ｍｇ「ナカノ」 大洋薬品工業 5.9 後発品

内用薬 3992001F3028 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

６０ｍｇ１錠 アデホスコーワ腸溶錠６０ 興和 12.1

内用薬 3992001F3036 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

６０ｍｇ１錠 トリノシン腸溶錠６０ｍｇ トーアエイヨー 10.3

内用薬 3999001B2039 ラクツロース １ｇ ラクツロース末・Ｐ 興和 10
内用薬 3999001B2047 ラクツロース １ｇ モニラック原末 中外製薬 7.7
内用薬 3999001Q1043 ラクツロース ６０％１ｍＬ ラクツロース・シラップ「コーワ」 興和 6.6
内用薬 3999001Q2040 ラクツロース ６５％１ｍＬ リフォロースシロップ 大正薬品工業 4.8 後発品
内用薬 3999001Q2058 ラクツロース ６５％１ｍＬ モニラック・シロップ６５％ 中外製薬 6.4
内用薬 3999001Q2066 ラクツロース ６５％１ｍＬ ピアーレシロップ６５％ 日本化薬 4.8 後発品
内用薬 3999001Q3020 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ カロリールゼリー 佐藤製薬 4.1 後発品
内用薬 3999001Q3038 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ ラグノスゼリー 大蔵製薬 4.1 後発品
内用薬 3999001R1030 ラクツロース ９５％１ｇ ピアーレＤＳ９５％ 高田製薬 6.3 後発品
内用薬 3999002F1020 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 ブレディニン錠２５ 旭化成ファーマ 198
内用薬 3999002F2027 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 ブレディニン錠５０ 旭化成ファーマ 341.3
内用薬 3999003F1017 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 メシル酸カモスタット１００ｍｇ錠 14.1 後発品
内用薬 3999003F1190 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 モスパン錠１００ ダイト 25.1 後発品
内用薬 3999003F1203 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 リーナック錠１００ 前田薬品工業 25.1 後発品
内用薬 3999003F1262 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 カルモザシン錠１００ｍｇ ニプロファーマ 25.1 後発品
内用薬 3999003F1297 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 フオイパン錠１００ｍｇ 小野薬品工業 113.2
内用薬 3999004C1023 シクロスポリン １７％１ｇ ネオメルク細粒１７％ マイラン製薬 1076.4 後発品
内用薬 3999004M1029 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル サンディミュンカプセル２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
317.4

内用薬 3999004M2025 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル サンディミュンカプセル５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

560.5

内用薬 3999004M3021 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル ネオーラル１０ｍｇカプセル ノバルティス
ファーマ

148.8

内用薬 3999004M3030 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル ネオメルクカプセル１０ｍｇ マイラン製薬 115.3 後発品
内用薬 3999004M3048 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル アマドラカプセル１０ｍｇ 東洋カプセル 100.6 後発品
内用薬 3999004M3056 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクポラールカプセル１０ 日医工 91.6 後発品
内用薬 3999004M4028 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル ネオーラル２５ｍｇカプセル ノバルティス

ファーマ
311.3

内用薬 3999004M4036 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル ネオメルクカプセル２５ｍｇ マイラン製薬 224.7 後発品
内用薬 3999004M4044 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル アマドラカプセル２５ｍｇ 東洋カプセル 211.4 後発品
内用薬 3999004M4052 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクポラールカプセル２５ 日医工 187.5 後発品
内用薬 3999004M4060 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ＦＣ」 富士カプセル 187.5 後発品
内用薬 3999004M5024 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル ネオーラル５０ｍｇカプセル ノバルティス

ファーマ
546

内用薬 3999004M5032 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル ネオメルクカプセル５０ｍｇ マイラン製薬 374.3 後発品
内用薬 3999004M5040 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル アマドラカプセル５０ｍｇ 東洋カプセル 374.3 後発品
内用薬 3999004M5059 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクポラールカプセル５０ 日医工 320.8 後発品
内用薬 3999004M5067 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ＦＣ」 富士カプセル 320.8 後発品
内用薬 3999004S1028 シクロスポリン １０％１ｍＬ サンディミュン内用液 ノバルティス

ファーマ
1146.9

内用薬 3999004S2024 シクロスポリン １０％１ｍＬ ネオーラル内用液 ノバルティス
ファーマ

1134.3

内用薬 3999005F1016 アザチオプリン ５０ｍｇ１錠 局 アザチオプリン錠 171.1
内用薬 3999006A1030 Ｌ－システイン ３２％１ｇ ハイチオール散３２％ 久光製薬 13.8 後発品
内用薬 3999006F1037 Ｌ－システイン ４０ｍｇ１錠 ハイチオール錠４０ 久光製薬 6.1 後発品
内用薬 3999006F2033 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 ハイチオール錠８０ 久光製薬 6.3 後発品
内用薬 3999006F2041 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 エコラン錠８０ｍｇ 三和化学研究所 6.1 後発品
内用薬 3999007F1023 イノシンプラノベクス ４００ｍｇ１錠 イソプリノシン錠 持田製薬 234.2
内用薬 3999008C1021 イプリフラボン ４０％１ｇ オリコック細粒 大洋薬品工業 23.3 後発品
内用薬 3999008F1010 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン２００ｍｇ錠 8.3 後発品
内用薬 3999008F1109 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 モンタルジー錠 陽進堂 9.5 後発品
内用薬 3999008F1133 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 ムービニン錠 キョーリンリメ

ディオ
9 後発品

内用薬 3999008F1206 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 アンブジール錠 寿製薬 9 後発品
内用薬 3999008F1273 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 オステン錠２００ｍｇ 武田薬品工業 44
内用薬 3999008F1281 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 フラボステン錠２００ｍｇ 東和薬品 9 後発品
内用薬 3999008F1303 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリプラスト錠２００ｍｇ 日医工 9 後発品
内用薬 3999008F1311 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 サイポリン錠２００ｍｇ メディサ新薬 9.5 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 3999009F1030 塩化レボカルニチン １００ｍｇ１錠 エルカルチン錠１００ｍｇ 大塚製薬 105.9
内用薬 3999009F2037 塩化レボカルニチン ３００ｍｇ１錠 エルカルチン錠３００ｍｇ 大塚製薬 314.1
内用薬 3999010F1025 エチドロン酸二ナトリウ ２００ｍｇ１錠 局 ダイドロネル錠２００ 大日本住友製薬 447
内用薬 3999011D1193 チオクト酸アミド ３％１ｇ チオクト酸アミド「陽進」３％顆粒 陽進堂 6.3 後発品
内用薬 3999012D1023 塩酸サプロプテリン ２．５％０．４ｇ１包 ビオプテン顆粒２．５％ アスビオファー

マ
3812

内用薬 3999013F1037 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エアベース錠５０ｍｇ 高田製薬 87.8 後発品
内用薬 3999013F1045 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパタット錠５０ｍｇ 沢井製薬 93.8 後発品
内用薬 3999013F1053 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルドース錠５０ 日医工 70.2 後発品
内用薬 3999013F1061 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０「ＥＫ」 小林化工 71.8 後発品
内用薬 3999013F1070 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 59.7 後発品
内用薬 3999013F1088 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 71.8 後発品
内用薬 3999013F1096 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 70.2 後発品
内用薬 3999013F1100 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 93.8 後発品
内用薬 3999013F1118 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０「タツミ」 辰巳化学 59.7 後発品
内用薬 3999013F1134 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キナルドース錠５０ｍｇ 寿製薬 93.8 後発品
内用薬 3999013F1142 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネアドール錠５０ｍｇ 東菱薬品工業 71.8 後発品
内用薬 3999013F1150 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネグルコ錠５０ｍｇ メディサ新薬 93.8 後発品
内用薬 3999013F1177 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネックス錠５０ 大洋薬品工業 70.2 後発品
内用薬 3999013F1185 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネルダー錠５０ キョーリンリメ

ディオ
67.3 後発品

内用薬 3999013F1193 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キャルマック錠５０ｍｇ 日新製薬（山
形）

79 後発品

内用薬 3999013F1207 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 サイロフト錠５０ｍｇ 東和薬品 57.9 後発品
内用薬 3999013F1215 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 ジアベパチー錠５０ｍｇ 東亜薬品 93.8 後発品
内用薬 3999013F1223 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 モネダックス錠５０ｍｇ 大正薬品工業 79 後発品
内用薬 3999013F1231 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネダック錠５０ｍｇ 小野薬品工業 147
内用薬 3999013F1240 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 パレルタック錠５０ｍｇ 長生堂製薬 44.9 後発品
内用薬 3999013F1258 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネスタット錠５０ｍｇ ニプロジェネ

ファ
49.6 後発品

内用薬 3999013F1266 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

57.9 後発品

内用薬 3999014D1022 タクロリムス水和物 ０．２ｍｇ１包 プログラフ顆粒０．２ｍｇ アステラス製薬 244.8
内用薬 3999014D2029 タクロリムス水和物 １ｍｇ１包 プログラフ顆粒１ｍｇ アステラス製薬 898.6
内用薬 3999014M1022 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル プログラフカプセル１ｍｇ アステラス製薬 905.2
内用薬 3999014M2029 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル プログラフカプセル０．５ｍｇ アステラス製薬 514.5
内用薬 3999014M3025 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル プログラフカプセル５ｍｇ アステラス製薬 3376.2
内用薬 3999015A1020 ラクチトール水和物 １ｇ ポルトラック 日本新薬 7.5
内用薬 3999015A1039 ラクチトール水和物 １ｇ ポルトラック原末 日本新薬 7.5
内用薬 3999016F1022 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトレート錠２ｍｇ 参天製薬 245.7 後発品
内用薬 3999016F1030 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 211.3 後発品
内用薬 3999016M1021 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル リウマトレックスカプセル２ｍｇ ワイス 344.3
内用薬 3999016M1030 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル メトトレキサートカプセル２ｍｇ「メルク」 マイラン製薬 201.2 後発品
内用薬 3999016M1048 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル トレキサメットカプセル２ｍｇ シオノケミカル 189.1 後発品
内用薬 3999016M1056 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 201.2 後発品
内用薬 3999016M1064 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル メトトレキサートカプセル２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 189.1 後発品
内用薬 3999016M1072 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル メトトレキサートカプセル２ｍｇ「マイラ マイラン製薬 201.2 後発品
内用薬 3999017M1026 ミコフェノール酸モフェ

チル
２５０ｍｇ１カプセル セルセプトカプセル２５０ 中外製薬 326.7

内用薬 3999018F1021 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 フォサマック錠５ 萬有製薬 135.1

内用薬 3999018F1030 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 ボナロン錠５ｍｇ 帝人ファーマ 135.1

内用薬 3999018F2028 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 フォサマック錠３５ｍｇ 萬有製薬 805.3

内用薬 3999018F2036 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 ボナロン錠３５ｍｇ 帝人ファーマ 805.3

内用薬 3999019F1026 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 アクトネル錠２．５ｍｇ 味の素 135.5

内用薬 3999019F1034 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 ベネット錠２．５ｍｇ 武田薬品工業 135.5

内用薬 3999019F2022 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 アクトネル錠１７．５ｍｇ 味の素 809

内用薬 3999019F2030 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 ベネット錠１７．５ｍｇ 武田薬品工業 809

内用薬 3999020F1029 レフルノミド １０ｍｇ１錠 アラバ錠１０ｍｇ サノフィ・アベ
ンティス

172.8

内用薬 3999020F2025 レフルノミド ２０ｍｇ１錠 アラバ錠２０ｍｇ サノフィ・アベ
ンティス

301

内用薬 3999020F3021 レフルノミド １００ｍｇ１錠 アラバ錠１００ｍｇ サノフィ・アベ
ンティス

1030.6

内用薬 3999021F1023 塩酸ラロキシフェン ６０ｍｇ１錠 エビスタ錠６０ｍｇ 日本イーライリ
リー

141.6

内用薬 3999022F1028 エベロリムス ０．２５ｍｇ１錠 サーティカン錠０．２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

673.6

内用薬 3999022F2024 エベロリムス ０．５ｍｇ１錠 サーティカン錠０．５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

1208

内用薬 3999022F3020 エベロリムス ０．７５ｍｇ１錠 サーティカン錠０．７５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

1690.5

内用薬 3999023F1022 シナカルセト塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 レグパラ錠２５ｍｇ キリンファーマ 542.6
内用薬 3999023F2029 シナカルセト塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 レグパラ錠７５ｍｇ キリンファーマ 996.4
内用薬 3999100D1029 Ｌ－アルギニン・塩酸Ｌ

－アルギニン
１ｇ アルギＵ顆粒 味の素 45.4

内用薬 4191001F1037 アデニン １０ｍｇ１錠 ロイコン錠１０ｍｇ 大原薬品工業 6.1
内用薬 4199001D1042 イノシン ９０％１ｇ イノシン顆粒９０％「日医工」 マルコ製薬 23.7 後発品
内用薬 4211001X1010 シクロホスファミド １ｇ 局 シクロホスファミド 616.9
内用薬 4211002F1036 シクロホスファミド ５０ｍｇ１錠 エンドキサンＰ錠 塩野義製薬 40.7
内用薬 4211002F1044 シクロホスファミド ５０ｍｇ１錠 エンドキサン錠５０ｍｇ 塩野義製薬 40.7
内用薬 4213002B1020 ブスルファン １％１ｇ マブリン散 大原薬品工業 137.1
内用薬 4219002F1026 メルファラン ２ｍｇ１錠 アルケラン錠 グラクソ・スミ

スクライン
222.8

内用薬 4219002F1034 メルファラン ２ｍｇ１錠 アルケラン錠２ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

222.8

内用薬 4219003M1038 リン酸エストラムスチン
ナトリウム

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

ビアセチルカプセル 大正薬品工業 250.8 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 4219003M1046 リン酸エストラムスチン

ナトリウム
１５６．７ｍｇ１カプ
セル

プロエスタカプセル 長生堂製薬 250.8 後発品

内用薬 4219003M1054 リン酸エストラムスチン
ナトリウム

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ 日本新薬 454.8

内用薬 4219004M1024 テモゾロミド ２０ｍｇ１カプセル テモダールカプセル２０ｍｇ シェリング・プ
ラウ

3276.5

内用薬 4219004M2020 テモゾロミド １００ｍｇ１カプセル テモダールカプセル１００ｍｇ シェリング・プ
ラウ

16390.9

内用薬 4221001B1036 メルカプトプリン １０％１ｇ ロイケリン散 大原薬品工業 89.5
内用薬 4222001F1027 メトトレキサート ２．５ｍｇ１錠 メソトレキセート錠２．５ｍｇ ワイス 45.9
内用薬 4223001F1024 カルモフール １００ｍｇ１錠 ミフロール錠 バイエル薬品 240.3
内用薬 4223002D1044 テガフール ５０％１ｇ ステロジン顆粒 寿製薬 176.9 後発品
内用薬 4223002D2083 テガフール ５０％１ｇ フトラフール腸溶顆粒５０％ 大鵬薬品工業 497.9
内用薬 4223002H1011 テガフール ２００ｍｇ１錠 テガフール２００ｍｇ腸溶錠 37.9 後発品
内用薬 4223002H1062 テガフール ２００ｍｇ１錠 フトラフール腸溶錠２００ｍｇ 大鵬薬品工業 206.8
内用薬 4223002M1010 テガフール ２００ｍｇ１カプセル テガフール２００ｍｇカプセル 29.4 後発品
内用薬 4223002M1419 テガフール ２００ｍｇ１カプセル フトラフールカプセル２００ｍｇ 大鵬薬品工業 175.8
内用薬 4223002M2040 テガフール ２００ｍｇ１カプセル フトラフール腸溶カプセル２００ｍｇ 大鵬薬品工業 207.8
内用薬 4223002P1024 テガフール ２００ｍｇ１カプセル サンフラールＳ 旭化成ファーマ 150.4 後発品
内用薬 4223003F1031 フルオロウラシル ５０ｍｇ１錠 ５－ＦＵ錠５０協和 協和醗酵工業 218.9
内用薬 4223003F1066 フルオロウラシル ５０ｍｇ１錠 ルナポン錠５０ 沢井製薬 78.2 後発品
内用薬 4223003F2038 フルオロウラシル １００ｍｇ１錠 ５－ＦＵ錠１００協和 協和醗酵工業 397.1
内用薬 4223003F2062 フルオロウラシル １００ｍｇ１錠 ルナポン錠１００ 沢井製薬 139.7 後発品
内用薬 4223003R1011 フルオロウラシル ５０ｍｇ１ｇ フルオロウラシル５０ｍｇ１ｇシロップ用 30.2 後発品
内用薬 4223003R1224 フルオロウラシル ５０ｍｇ１ｇ ５－ＦＵドライシロップ５％協和 協和醗酵工業 194
内用薬 4223004M1027 ドキシフルリジン １００ｍｇ１カプセル 局 フルツロンカプセル１００ 中外製薬 212.4
内用薬 4223004M2023 ドキシフルリジン ２００ｍｇ１カプセル 局 フルツロンカプセル２００ 中外製薬 334
内用薬 4223005F1022 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 ゼローダ錠３００ 中外製薬 354.1
内用薬 4224001M1020 シタラビンオクホス

ファート
５０ｍｇ１カプセル スタラシドカプセル５０ 日本化薬 476.3

内用薬 4224001M2027 シタラビンオクホス
ファート

１００ｍｇ１カプセル スタラシドカプセル１００ 日本化薬 833.2

内用薬 4229001M1027 ヒドロキシカルバミド ５００ｍｇ１カプセル ハイドレアカプセル５００ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ

358.8

内用薬 4229002F1022 リン酸フルダラビン １０ｍｇ１錠 フルダラ錠１０ｍｇ バイエル薬品 3637.8
内用薬 4229100D2027 テガフール・ウラシル ２０％１ｇ（テガフー

ル相当量）
ユーエフティＥ顆粒２０％ 大鵬薬品工業 747.1

内用薬 4229100M2027 テガフール・ウラシル １００ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ユーエフティカプセル１００ｍｇ 大鵬薬品工業 295.8

内用薬 4229101M1025 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ティーエスワンカプセル２０ 大鵬薬品工業 679.6

内用薬 4229101M2021 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ティーエスワンカプセル２５ 大鵬薬品工業 817.3

内用薬 4240001M1059 エトポシド ２５ｍｇ１カプセル ベプシドＳ２５ ブリストル・マ
イヤーズ

958.1

内用薬 4240001M1067 エトポシド ２５ｍｇ１カプセル ラステットＳカプセル２５ｍｇ 日本化薬 958.1
内用薬 4240001M1075 エトポシド ２５ｍｇ１カプセル ベプシドカプセル２５ｍｇ ブリストル・マ

イヤーズ
958.1

内用薬 4240001M2055 エトポシド ５０ｍｇ１カプセル ベプシドＳ５０ ブリストル・マ
イヤーズ

1796.3

内用薬 4240001M2063 エトポシド ５０ｍｇ１カプセル ラステットＳカプセル５０ｍｇ 日本化薬 1874.7
内用薬 4240001M2071 エトポシド ５０ｍｇ１カプセル ベプシドカプセル５０ｍｇ ブリストル・マ

イヤーズ
1796.3

内用薬 4291001F1032 アセグラトン １８７．５ｍｇ１錠 グルカロン錠１８７．５ｍｇ 中外製薬 22.2
内用薬 4291002M1036 塩酸プロカルバジン ５０ｍｇ１カプセル 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「中 中外製薬 413.4
内用薬 4291003F1015 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 クエン酸タモキシフェン１０ｍｇ錠 39.1 後発品
内用薬 4291003F1066 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 ソシゲーン錠 辰巳化学 46.3 後発品
内用薬 4291003F1090 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 ノルキシフェン錠 寿製薬 79.3 後発品
内用薬 4291003F1139 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 レスポール錠 わかもと製薬 43.8 後発品
内用薬 4291003F1155 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 タスオミン錠１０ｍｇ バイエル薬品 123.2 後発品
内用薬 4291003F1163 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠１０ｍｇ アストラゼネカ 209.2
内用薬 4291003F1171 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 アドパン錠１０ｍｇ 沢井製薬 56.8 後発品
内用薬 4291003F1180 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 フェノルルン錠１０ｍｇ メディサ新薬 89.1 後発品
内用薬 4291003F2046 クエン酸タモキシフェン ２０ｍｇ１錠 タスオミン錠２０ｍｇ バイエル薬品 253.7 後発品
内用薬 4291003F2054 クエン酸タモキシフェン ２０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠２０ｍｇ アストラゼネカ 402.5
内用薬 4291004C1021 ソブゾキサン ４００ｍｇ１包 ペラゾリン細粒 全薬工業 2352.5
内用薬 4291004C2028 ソブゾキサン ８００ｍｇ１包 ペラゾリン細粒 全薬工業 4175.9
内用薬 4291005F1022 フルタミド １２５ｍｇ１錠 オダイン錠 日本化薬 365.9
内用薬 4291005F1030 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５「ＫＮ」 小林化工 222.4 後発品
内用薬 4291005F1049 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタメルク錠１２５ マイラン製薬 222.4 後発品
内用薬 4291006M1034 トレチノイン １０ｍｇ１カプセル ベサノイドカプセル１０ｍｇ 中外製薬 777.9
内用薬 4291007F1021 クエン酸トレミフェン ４０ｍｇ１錠 フェアストン錠４０ 日本化薬 467.7
内用薬 4291007F1030 クエン酸トレミフェン ４０ｍｇ１錠 トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 323.1 後発品
内用薬 4291007F2028 クエン酸トレミフェン ６０ｍｇ１錠 フェアストン錠６０ 日本化薬 705.7
内用薬 4291008F1026 塩酸ファドロゾール水和

物
１ｍｇ１錠 アフェマ錠１ｍｇ ノバルティス

ファーマ
290.8

内用薬 4291009F1039 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 カソデックス錠８０ｍｇ アストラゼネカ 1216.4
内用薬 4291010F1031 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アリミデックス錠１ｍｇ アストラゼネカ 582
内用薬 4291011F1028 メシル酸イマチニブ １００ｍｇ１錠 グリベック錠１００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
3128.5

内用薬 4291012F1022 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 アロマシン錠２５ｍｇ ファイザー 592.9
内用薬 4291013F1027 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 イレッサ錠２５０ アストラゼネカ 6560.5
内用薬 4291014F1021 タミバロテン ２ｍｇ１錠 アムノレイク錠２ｍｇ 東光薬品工業 3824.4
内用薬 4291015F1026 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 フェマーラ錠２．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
662.4

内用薬 4291016F1020 エルロチニブ塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 タルセバ錠２５ｍｇ 中外製薬 1923.3
内用薬 4291016F2027 エルロチニブ塩酸塩 １００ｍｇ１錠 タルセバ錠１００ｍｇ 中外製薬 7070.5
内用薬 4291016F3023 エルロチニブ塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 タルセバ錠１５０ｍｇ 中外製薬 10347
内用薬 4299001A1025 かわらたけの菌糸体 １ｇ アスクレ 日医工 207.8 後発品
内用薬 4299001A1041 かわらたけの菌糸体 １ｇ カルボクリン末 大洋薬品工業 320.4 後発品
内用薬 4299001A1076 かわらたけの菌糸体 １ｇ クレスチン クレハ 536.2
内用薬 4299001A1084 かわらたけの菌糸体 １ｇ クレチール末 沢井製薬 207.8 後発品
内用薬 4299001A1092 かわらたけの菌糸体 １ｇ チオレスチン散 長生堂製薬 239.7 後発品
内用薬 4299002M1026 ウベニメクス １０ｍｇ１カプセル ベスタチン１０カプセル 日本化薬 656.9
内用薬 4299002M2022 ウベニメクス ３０ｍｇ１カプセル ベスタチン３０カプセル 日本化薬 1643.3



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 4300002M1029 ヨウ化ナトリウム（１２

３Ｉ）
３．７ＭＢｑ１カプセ
ル

局　ヨードカプセル－１２３ 日本メジフィ
ジックス

3311.5

内用薬 4300003M1015 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

０．９２５ＭＢｑ１カ
プセル

局　ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル 404.3

内用薬 4300003M2011 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１．８５ＭＢｑ１カプ
セル

局　ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル 462

内用薬 4300003M3018 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

３．７ＭＢｑ１カプセ
ル

局　ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル 1047.5

内用薬 4300003M4014 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１８．５ＭＢｑ１カプ
セル

局　ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル 2100

内用薬 4300003M5010 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

３７ＭＢｑ１カプセル 局　ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル 3150

内用薬 4300003M6017 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１１１ＭＢｑ１カプセ
ル

局　ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル 6300

内用薬 4300003M7013 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１８５ＭＢｑ１カプセ
ル

局　ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル 9450

内用薬 4300003M8010 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１，１１０ＭＢｑ１カ
プセル

局　ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル 44100

内用薬 4300003M9016 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１，８５０ＭＢｑ１カ
プセル

局　ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル 66150

内用薬 4411001F1024 塩酸ジフェンヒドラミン １０ｍｇ１錠 ベナ錠 佐藤製薬 6.3
内用薬 4411001F1032 塩酸ジフェンヒドラミン １０ｍｇ１錠 レスタミンコーワ錠 興和 6.3
内用薬 4411002B1078 タンニン酸ジフェンヒド

ラミン
１０％１ｇ レスタミンＡコーワ散 興和 6.3

内用薬 4412002F1026 塩酸トリプロリジン １ｍｇ１錠 ベネン錠 佐藤製薬 6.3
内用薬 4412002Q1027 塩酸トリプロリジン ０．０３３３％１０ｍ

Ｌ
ベネンシロップ 佐藤製薬 23.7

内用薬 4413002B1030 ヒベンズ酸プロメタジン １０％１ｇ ヒベルナ散１０％ 田辺三菱製薬 6.3
内用薬 4413002C1035 メチレンジサリチル酸プ

ロメタジン
１０％１ｇ ピレチア細粒１０％ 塩野義製薬 6.3

内用薬 4413002F1031 塩酸プロメタジン ５ｍｇ１錠 ピレチア錠（５ｍｇ） 塩野義製薬 6.1
内用薬 4413002F1040 塩酸プロメタジン ５ｍｇ１錠 ヒベルナ糖衣錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 6.1
内用薬 4413002F2020 塩酸プロメタジン ２５ｍｇ１錠 ※　塩酸プロメタジン錠「２５ｍｇ」（陽進

堂）
陽進堂 6.1 後発品

内用薬 4413002F2054 塩酸プロメタジン ２５ｍｇ１錠 ピレチア錠（２５ｍｇ） 塩野義製薬 6.1
内用薬 4413002F2062 塩酸プロメタジン ２５ｍｇ１錠 ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 6.1
内用薬 4413003B1026 酒石酸アリメマジン １％１ｇ アリメジン散 第一三共 6.3
内用薬 4413003F1028 酒石酸アリメマジン ２．５ｍｇ１錠 アリメジン錠 第一三共 6.3
内用薬 4413003Q1029 酒石酸アリメマジン ０．０５％１０ｍＬ アリメジンシロップ 埼玉第一製薬 26.1
内用薬 4413004C1026 メキタジン ０．６％１ｇ キタゼミン細粒 大洋薬品工業 8.7 後発品
内用薬 4413004C2022 メキタジン ０．６％１ｇ ゼスラン小児用細粒０．６％ 旭化成ファーマ 79.6
内用薬 4413004C2030 メキタジン ０．６％１ｇ ニポラジン小児用細粒０．６％ アルフレッサ

ファーマ
79.6

内用薬 4413004C2049 メキタジン ０．６％１ｇ キタゼミン小児用細粒０．６％ 大洋薬品工業 51.5 後発品
内用薬 4413004F1022 メキタジン ３ｍｇ１錠 キタゼミン錠 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 4413004F1030 メキタジン ３ｍｇ１錠 ゼスラン錠 旭化成ファーマ 9.4
内用薬 4413004F1049 メキタジン ３ｍｇ１錠 ニポラジン錠 アルフレッサ

ファーマ
9.4

内用薬 4413004F1057 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタール錠 共和薬品工業 6.1 後発品
内用薬 4413004F1065 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタミン錠 ダイト 6.1 後発品
内用薬 4413004F1073 メキタジン ３ｍｇ１錠 アリマン錠 メディサ新薬 6.1 後発品
内用薬 4413004F1081 メキタジン ３ｍｇ１錠 シークナロン錠 大正薬品工業 6.1 後発品
内用薬 4413004F1146 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠（ツルハラ） 鶴原製薬 6.1 後発品
内用薬 4413004F1154 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタゼノン錠 テイコクメ

ディックス
6.1 後発品

内用薬 4413004F1162 メキタジン ３ｍｇ１錠 ベナンザール錠 イセイ 6.1 後発品
内用薬 4413004F1170 メキタジン ３ｍｇ１錠 ハレムニン錠３ｍｇ 辰巳化学 6.1 後発品
内用薬 4413004F1189 メキタジン ３ｍｇ１錠 ヒスポラン錠３ｍｇ 東和薬品 6.1 後発品
内用薬 4413004F1197 メキタジン ３ｍｇ１錠 アリマン錠３ｍｇ メディサ新薬 6.1 後発品
内用薬 4413004F1200 メキタジン ３ｍｇ１錠 ニポラジン錠３ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
9.4

内用薬 4413004F1219 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 6.1 後発品
内用薬 4413004Q1023 メキタジン ０．０３％１ｍＬ ゼスランシロップ 旭化成ファーマ 8.3
内用薬 4413004Q1031 メキタジン ０．０３％１ｍＬ ニポラジンシロップ アルフレッサ

ファーマ
8.3

内用薬 4413004Q1040 メキタジン ０．０３％１ｍＬ キタゼミン小児用シロップ０．０３％ 大洋薬品工業 6.4 後発品
内用薬 4413004R1029 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジンＤＳ０．６％「ＫＮ」 小林化工 14.7 後発品
内用薬 4415002B1042 テオクル酸ジフェニルピ

ラリン
１％１ｇ プロコン散１％ 日本新薬 6.3

内用薬 4419001Q1023 ｄｌ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０５％１０ｍＬ クロダミンシロップ マルコ製薬 9

内用薬 4419001Q1058 ｄｌ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０５％１０ｍＬ ※　マレイン酸クロルフェニラミンシロップ
（ニプロフ

ニプロファーマ 9 後発品

内用薬 4419001Q1066 ｄｌ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０５％１０ｍＬ マレイン酸クロルフェニラミン・シロップ
「ホエイ」

東洋製薬化成 9 後発品

内用薬 4419001Q1082 ｄｌ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０５％１０ｍＬ クロルフェニラミンマレイン酸塩・シロップ
０．０５％

東洋製薬化成 9 後発品

内用薬 4419002B1025 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

１％１ｇ ポララミン散 シェリング・プ
ラウ

14.7

内用薬 4419002F1027 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

２ｍｇ１錠 ポララミン錠２ｍｇ シェリング・プ
ラウ

6.2

内用薬 4419002F1035 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

２ｍｇ１錠 ネオマレルミン錠２ｍｇ 大洋薬品工業 6.1 後発品

内用薬 4419002G1030 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

６ｍｇ１錠 ネオマレルミンＴＲ錠 大洋薬品工業 6.1 後発品

内用薬 4419002Q1028 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０４％１０ｍＬ アニミングシロップ 日新製薬（山
形）

10.5 後発品

内用薬 4419002Q1044 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０４％１０ｍＬ ポラジットシロップ 東和薬品 12.8 後発品

内用薬 4419002Q1052 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０４％１０ｍＬ ポララミンシロップ シェリング・プ
ラウ

21.4

内用薬 4419002Q1079 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．０４％１０ｍＬ マゴチミンシロップ 鶴原製薬 11.2 後発品

内用薬 4419002R1023 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

０．２％１ｇ ポララミンドライシロップ 高田製薬 5.7



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 4419003B1011 マレイン酸クロルフェニ

ラミン
１％１ｇ 局　マレイン酸クロルフェニラミン散 8

内用薬 4419003B1038 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局　マレイン酸クロルフェニラミン散「メタ
ル」

中北薬品 8.8

内用薬 4419003B1054 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局　アレルギン散 第一三共 8.8

内用薬 4419003B1127 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局　ネオベナコン散 三恵薬品 8.1

内用薬 4419003B1143 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局　ネオレスタミンコーワ散 興和 8.8

内用薬 4419003B1160 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局　ビスミラー散 扶桑薬品工業 8.6

内用薬 4419003B1283 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局　ビスミラー散１％ 扶桑薬品工業 8.6

内用薬 4419003F1013 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

２ｍｇ１錠 局　マレイン酸クロルフェニラミン錠 8.6

内用薬 4419003F2010 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

４ｍｇ１錠 局　マレイン酸クロルフェニラミン錠 8.6

内用薬 4419003X1019 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１ｇ 局　マレイン酸クロルフェニラミン 29.5

内用薬 4419005B1045 塩酸シプロヘプタジン １％１ｇ ペリアクチン散１％ 萬有製薬 8.1
内用薬 4419005F1047 塩酸シプロヘプタジン ４ｍｇ１錠 ペリアクチン錠４ｍｇ 萬有製薬 6.2
内用薬 4419005Q1021 塩酸シプロヘプタジン ０．０４％１０ｍＬ イフラサールシロップ 昭和薬品化工 11.7 後発品
内用薬 4419005Q1048 塩酸シプロヘプタジン ０．０４％１０ｍＬ シプロアチンシロップ 大洋薬品工業 11.7 後発品
内用薬 4419005Q1064 塩酸シプロヘプタジン ０．０４％１０ｍＬ サイプロミンシロップ０．０４％ 沢井製薬 11.7 後発品
内用薬 4419005Q1072 塩酸シプロヘプタジン ０．０４％１０ｍＬ ペリアクチンシロップ０．０４％ 萬有製薬 19.8
内用薬 4419005Q1080 塩酸シプロヘプタジン ０．０４％１０ｍＬ シプロヘプタジン塩酸塩シロップ０．０４％

「タイヨー
大洋薬品工業 11.7 後発品

内用薬 4419006F1165 塩酸ホモクロルシクリジ １０ｍｇ１錠 パルファード錠「イセイ」 イセイ 5.9 後発品
内用薬 4419006F1181 塩酸ホモクロルシクリジ １０ｍｇ１錠 ヒスタリジン錠 東和薬品 5.9 後発品
内用薬 4419006F1190 塩酸ホモクロルシクリジ １０ｍｇ１錠 ベラホルテン 鶴原製薬 5.9 後発品
内用薬 4419006F1203 塩酸ホモクロルシクリジ １０ｍｇ１錠 ホマダモン錠 三和化学研究所 5.9 後発品
内用薬 4419006F1254 塩酸ホモクロルシクリジ １０ｍｇ１錠 ホモクロミン錠 エーザイ 7.1
内用薬 4419006F1300 塩酸ホモクロルシクリジ １０ｍｇ１錠 ホモマレルミン錠 大洋薬品工業 5.9 後発品
内用薬 4419006F1351 塩酸ホモクロルシクリジ １０ｍｇ１錠 ホモクリシン錠１０ｍｇ ニプロファーマ 5.9 後発品
内用薬 4419006F1360 塩酸ホモクロルシクリジ １０ｍｇ１錠 ヒスタリジン錠１０ｍｇ 東和薬品 5.9 後発品
内用薬 4419006F1378 塩酸ホモクロルシクリジ １０ｍｇ１錠 ホモクロミン錠１０ｍｇ エーザイ 7.1
内用薬 4419008B1049 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ タベジール散 ノバルティス

ファーマ
10.9

内用薬 4419008B2045 フマル酸クレマスチン １％１ｇ タベジール１％散 ノバルティス
ファーマ

92.5

内用薬 4419008F1083 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 インベスタン錠 マルコ製薬 5.5 後発品
内用薬 4419008F1091 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 キソラミン 陽進堂 5.5 後発品
内用薬 4419008F1148 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 タベジール ノバルティス

ファーマ
9.5

内用薬 4419008F1156 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 テルギンＧ錠 高田製薬 5.5 後発品
内用薬 4419008F1253 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 フルミノール錠 辰巳化学 5.5 後発品
内用薬 4419008F1261 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 ベナンジール イセイ 5.5 後発品
内用薬 4419008F1318 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 マレルミンＦ錠 大洋薬品工業 5.5 後発品
内用薬 4419008F1393 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 キノトミン錠１ｍｇ トーアエイヨー 5.5 後発品
内用薬 4419008F1407 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 マルスチン錠１ｍｇ 東和薬品 5.5 後発品
内用薬 4419008Q1025 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ アラギールシロップ 沢井製薬 14.2 後発品
内用薬 4419008Q1041 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ インベスタンシロップ マルコ製薬 19.6 後発品
内用薬 4419008Q1076 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ タベジールシロップ ノバルティス

ファーマ
36.7

内用薬 4419008Q1092 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ ハイニュースシロップ キョーリンリメ
ディオ

14.2 後発品

内用薬 4419008Q1122 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ マレルミンＦシロップ 大洋薬品工業 14.2 後発品
内用薬 4419008Q1130 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ マスレチンシロップ０．０１％ シオエ製薬 14.2 後発品
内用薬 4419008Q1149 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ アラギールシロップ０．０１％ 沢井製薬 14.2 後発品
内用薬 4419008Q1157 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ タベジールシロップ０．０１％ ノバルティス

ファーマ
36.7

内用薬 4419008R1020 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ インベスタンドライシロップ（０．１％） マルコ製薬 9.6 後発品
内用薬 4419008R1039 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ クレマニルドライシロップ サンド 6.3 後発品
内用薬 4419008R1047 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ クレ・ママレット 昭和薬品化工 9.6 後発品
内用薬 4419008R1055 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ テルギンＧドライシロップ 高田製薬 12.3 後発品
内用薬 4420001F1023 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 リドーラ錠 グラクソ・スミ

スクライン
110.1

内用薬 4420001F1031 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 グレリース錠 ダイト 54.4 後発品
内用薬 4420001F1040 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 リザスト錠 メディサ新薬 45.5 後発品
内用薬 4420001F1058 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 リドーラ錠３ｍｇ グラクソ・スミ

スクライン
110.1

内用薬 4420002F1036 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブシラント錠１００ 小林化工 43.3 後発品
内用薬 4420002F1044 ブシラミン １００ｍｇ１錠 マイミチン錠１００ 東和薬品 31.8 後発品
内用薬 4420002F1052 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブシレート錠１００ 日医工 31.8 後発品
内用薬 4420002F1060 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブリマーニ錠１００ｍｇ 大原薬品工業 28.5 後発品
内用薬 4420002F1087 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ラルビル錠１００ 大洋薬品工業 31.8 後発品
内用薬 4420002F1109 ブシラミン １００ｍｇ１錠 レマルク錠１００ 大正薬品工業 28.5 後発品
内用薬 4420002F1117 ブシラミン １００ｍｇ１錠 リマチル錠１００ｍｇ 参天製薬 80.2
内用薬 4420002F1125 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブシラミン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 31.8 後発品
内用薬 4420002F2032 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 ブシレート錠５０ 日医工 23.9 後発品
内用薬 4420002F2059 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 リマチル錠５０ｍｇ 参天製薬 47.7
内用薬 4490001C1048 クロモグリク酸ナトリウ １０％１ｇ アレルナート内服用 富士カプセル 41.2 後発品
内用薬 4490001C1056 クロモグリク酸ナトリウ １０％１ｇ インタール細粒１０％ アステラス製薬 116.2
内用薬 4490001C1064 クロモグリク酸ナトリウ １０％１ｇ プレント細粒１０％ 辰巳化学 37.8 後発品
内用薬 4490002C1018 トラニラスト １０％１ｇ トラニラスト１０％細粒 9.4 後発品
内用薬 4490002C1123 トラニラスト １０％１ｇ リザベン細粒１０％ キッセイ薬品工

業
64.6

内用薬 4490002C1131 トラニラスト １０％１ｇ トピアス細粒１０％ マルコ製薬 15.6 後発品
内用薬 4490002M1013 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル トラニラスト１００ｍｇカプセル 9 後発品
内用薬 4490002M1099 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル テイブロック テイコクメ

ディックス
13.9 後発品

内用薬 4490002M1161 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル バリアックカプセル 扶桑薬品工業 13.9 後発品
内用薬 4490002M1315 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル リザベンカプセル１００ｍｇ キッセイ薬品工

業
62.1

内用薬 4490002R1010 トラニラスト ５％１ｇ トラニラスト５％シロップ用 10.3 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 4490002R1037 トラニラスト ５％１ｇ セキシードドライシロップ 日医工 15.8 後発品
内用薬 4490002R1045 トラニラスト ５％１ｇ トピアスドライシロップ マルコ製薬 15.8 後発品
内用薬 4490002R1142 トラニラスト ５％１ｇ リザベンドライシロップ５％ キッセイ薬品工

業
65.9

内用薬 4490002R1177 トラニラスト ５％１ｇ トラニラストＤＳ５％小児用「日医工」 日医工 15.8 後発品
内用薬 4490003F1027 フマル酸ケトチフェン １ｍｇ１錠 フマル酸ケトチフェン錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 14.7 後発品
内用薬 4490003M1018 フマル酸ケトチフェン １ｍｇ１カプセル フマル酸ケトチフェン１ｍｇカプセル 6.1 後発品
内用薬 4490003M1050 フマル酸ケトチフェン １ｍｇ１カプセル ザジテン ノバルティス

ファーマ
67.7

内用薬 4490003M1263 フマル酸ケトチフェン １ｍｇ１カプセル ザジテンカプセル１ｍｇ ノバルティス
ファーマ

67.7

内用薬 4490003Q1028 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ ザジテンシロップ ノバルティス
ファーマ

25

内用薬 4490003Q1036 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ スプデルシロップ 東和薬品 6.9 後発品
内用薬 4490003Q1060 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ メラボンシロップ 大洋薬品工業 6.9 後発品
内用薬 4490003Q1079 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ キセブレンシロップ 大正薬品工業 6.4 後発品
内用薬 4490003Q1095 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ サルジメンシロップ０．０２％ 辰巳化学 6.4 後発品
内用薬 4490003Q1109 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ ジキリオンシロップ０．０２％ テイコクメ

ディックス
25 後発品

内用薬 4490003Q1117 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ セキトンシロップ０．０２％ キョーリンリメ
ディオ

6.4 後発品

内用薬 4490003Q1125 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ ザジテンシロップ０．０２％ ノバルティス
ファーマ

25

内用薬 4490003Q2040 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ ジキリオン内服液０．０２％ テイコクメ
ディックス

15.6 後発品

内用薬 4490003R1015 フマル酸ケトチフェン ０．１％１ｇ フマル酸ケトチフェン０．１％シロップ用 11.6 後発品
内用薬 4490003R1023 フマル酸ケトチフェン ０．１％１ｇ ザジテンドライシロップ ノバルティス

ファーマ
89

内用薬 4490003R1040 フマル酸ケトチフェン ０．１％１ｇ サジフェンドライシロップ ダイト 19.2 後発品
内用薬 4490003R1228 フマル酸ケトチフェン ０．１％１ｇ ザジテンドライシロップ０．１％ ノバルティス

ファーマ
89

内用薬 4490003R1236 フマル酸ケトチフェン ０．１％１ｇ サジフェンドライシロップ０．１％ ダイト 19.2 後発品
内用薬 4490004D1020 塩酸アゼラスチン ０．２％１ｇ アゼプチン顆粒０．２％ エーザイ 118.8
内用薬 4490004D1055 塩酸アゼラスチン ０．２％１ｇ アドメッセン顆粒０．２％ 辰巳化学 28 後発品
内用薬 4490004F1021 塩酸アゼラスチン ０．５ｍｇ１錠 アゼプチン錠０．５ｍｇ エーザイ 37.1
内用薬 4490004F2010 塩酸アゼラスチン １ｍｇ１錠 塩酸アゼラスチン１ｍｇ錠 7.4 後発品
内用薬 4490004F2028 塩酸アゼラスチン １ｍｇ１錠 アゼプチン錠１ｍｇ エーザイ 48.8
内用薬 4490004F2133 塩酸アゼラスチン １ｍｇ１錠 ビフェルチン錠１ マルコ製薬 9.8 後発品
内用薬 4490004M1020 塩酸アゼラスチン １ｍｇ１カプセル 塩酸アゼラスチンカプセル・Ｓ１ 東海カプセル 6.1 後発品
内用薬 4490005F1018 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド３０ｍｇ錠 8.4 後発品
内用薬 4490005F1026 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 セルテクト錠 協和醗酵工業 69.9
内用薬 4490005F1034 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 アデコック錠 日本薬品工業 30.7 後発品
内用薬 4490005F1263 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 ペペシン錠 前田薬品工業 14.5 後発品
内用薬 4490005F1271 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 メクテクト錠 鶴原製薬 20.7 後発品
内用薬 4490005F1310 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 27.8 後発品
内用薬 4490005F1387 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 セルテクト錠３０ 協和醗酵工業 69.9
内用薬 4490005Q1035 オキサトミド ０．２％１ｍＬ セキタールシロップ０．２％ マイラン製薬 8.9
内用薬 4490005R1014 オキサトミド ２％１ｇ オキサトミド２％シロップ用 15.3 後発品
内用薬 4490005R1022 オキサトミド ２％１ｇ セルテクトドライシロップ 協和醗酵工業 119.4
内用薬 4490005R1235 オキサトミド ２％１ｇ ペペシンドライシロップ 前田薬品工業 30.1 後発品
内用薬 4490005R1308 オキサトミド ２％１ｇ セルテクトドライシロップ２％ 協和醗酵工業 119.4
内用薬 4490006F1020 アンレキサノクス ２５ｍｇ１錠 ソルファ２５ｍｇ錠 武田薬品工業 47.6
内用薬 4490006F2027 アンレキサノクス ５０ｍｇ１錠 ソルファ５０ｍｇ錠 武田薬品工業 73.1
内用薬 4490007C1037 レピリナスト １０％１ｇ ロメット細粒小児用１０％ 田辺三菱製薬 98.6
内用薬 4490007F1033 レピリナスト １５０ｍｇ１錠 ロメット錠１５０ｍｇ 田辺三菱製薬 108.2
内用薬 4490009M1031 タザノラスト ７５ｍｇ１カプセル タザレストカプセル わかもと製薬 65.2
内用薬 4490009M1040 タザノラスト ７５ｍｇ１カプセル タザレストカプセル７５ｍｇ わかもと製薬 65.2
内用薬 4490010N1021 イブジラスト １０ｍｇ１カプセル ケタスカプセル１０ｍｇ 杏林製薬 30.1
内用薬 4490010N1048 イブジラスト １０ｍｇ１カプセル ピナトスカプセル１０ｍｇ 大正薬品工業 12 後発品
内用薬 4490011F1021 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 アレギサール錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 102
内用薬 4490011F1030 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 ペミラストン錠１０ｍｇ ブリストル・マ

イヤーズ
83.1

内用薬 4490011F1048 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 アルジキサール錠１０ 大洋薬品工業 47.6 後発品
内用薬 4490011F1056 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 タツモール錠１０ｍｇ 辰巳化学 35.3 後発品
内用薬 4490011F1064 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 モナソサール錠１０ｍｇ 東和薬品 47.6 後発品
内用薬 4490011F1072 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 ペミストメルク錠１０ｍｇ マイラン製薬 57.5 後発品
内用薬 4490011F2028 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 アレギサール錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 61
内用薬 4490011F2036 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 ペミラストン錠５ｍｇ ブリストル・マ

イヤーズ
48.3

内用薬 4490011F2044 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 アルジキサール錠５ 大洋薬品工業 24.6 後発品
内用薬 4490011F2052 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 モナソサール錠５ｍｇ 東和薬品 29.6 後発品
内用薬 4490011F2060 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 ペミストメルク錠５ｍｇ マイラン製薬 26.8 後発品
内用薬 4490011F2079 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 タツモール錠５ｍｇ 辰巳化学 24.6 後発品
内用薬 4490011R1028 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ アレギサールドライシロップ 田辺三菱製薬 93.7
内用薬 4490011R1044 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ ペミストメルクドライシロップ５ｍｇ マイラン製薬 61 後発品
内用薬 4490011R1052 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ タツモールドライシロップ０．５％ 辰巳化学 39.1 後発品
内用薬 4490011R1060 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ ペミラストンドライシロップ０．５％ ブリストル・マ

イヤーズ
82.7

内用薬 4490012F1026 塩酸オザグレル １００ｍｇ１錠 ドメナン錠１００ｍｇ キッセイ薬品工
業

82.1

内用薬 4490012F1034 塩酸オザグレル １００ｍｇ１錠 ベガ錠１００ｍｇ 小野薬品工業 86.5
内用薬 4490012F2022 塩酸オザグレル ２００ｍｇ１錠 ドメナン錠２００ｍｇ キッセイ薬品工

業
132.5

内用薬 4490012F2030 塩酸オザグレル ２００ｍｇ１錠 ベガ錠２００ｍｇ 小野薬品工業 140.4
内用薬 4490012F2049 塩酸オザグレル ２００ｍｇ１錠 オザグレル錠２００「ＫＮ」 小林化工 71.3 後発品
内用薬 4490013M1020 フマル酸エメダスチン １ｍｇ１カプセル ダレンカプセル１ｍｇ 日本オルガノン 44.2
内用薬 4490013M1038 フマル酸エメダスチン １ｍｇ１カプセル レミカットカプセル１ｍｇ 興和 45.5
内用薬 4490013M1046 フマル酸エメダスチン １ｍｇ１カプセル エメロミンカプセル１ｍｇ 東和薬品 32.5 後発品
内用薬 4490013M2026 フマル酸エメダスチン ２ｍｇ１カプセル ダレンカプセル２ｍｇ 日本オルガノン 56.8
内用薬 4490013M2034 フマル酸エメダスチン ２ｍｇ１カプセル レミカットカプセル２ｍｇ 興和 58.7
内用薬 4490013M2042 フマル酸エメダスチン ２ｍｇ１カプセル エメロミンカプセル２ｍｇ 東和薬品 41.8 後発品
内用薬 4490014F1025 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アレジオン錠１０ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

133.6

内用薬 4490014F1033 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 塩酸エピナスチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 39.2 後発品
内用薬 4490014F1041 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アズサレオン錠１０ シオノケミカル 39.2 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 4490014F1050 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アルピード錠１０ ダイト 91.1 後発品
内用薬 4490014F1068 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アレナピオン錠１０ 長生堂製薬 36.6 後発品
内用薬 4490014F1076 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 エルピナン錠１０ 東和薬品 84.4 後発品
内用薬 4490014F1084 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アレルオフ錠１０ 日医工 57.7 後発品
内用薬 4490014F1092 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 ヘルボッツ錠１０ 陽進堂 52.4 後発品
内用薬 4490014F1106 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アスモット錠１０ｍｇ 辰巳化学 36.6 後発品
内用薬 4490014F1114 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 エピナジオン錠１０ メディサ新薬 52.4 後発品
内用薬 4490014F1122 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 チムケント錠１０ 日新製薬（山

形）
49.3 後発品

内用薬 4490014F2013 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 塩酸エピナスチン２０ｍｇ錠 36.3 後発品
内用薬 4490014F2021 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アレジオン錠２０ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

182.1

内用薬 4490014F2030 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 ユピテル錠２０ 岩城製薬 67.9 後発品
内用薬 4490014F2048 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 塩酸エピナスチン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 54.3 後発品
内用薬 4490014F2056 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 エピナスチン錠２０ｍｇ「ＫＴ」 寿製薬 115.3 後発品
内用薬 4490014F2064 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アズサレオン錠２０ シオノケミカル 78.4 後発品
内用薬 4490014F2072 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 ピナジオン錠２０ 大正薬品工業 54.3 後発品
内用薬 4490014F2080 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アルピード錠２０ ダイト 128.1 後発品
内用薬 4490014F2099 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アプラチン錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 51.3 後発品
内用薬 4490014F2110 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アスモット錠２０ｍｇ 辰巳化学 61.6 後発品
内用薬 4490014F2129 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アレナピオン錠２０ 長生堂製薬 54.3 後発品
内用薬 4490014F2137 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アレゲイン錠２０ キョーリンリメ

ディオ
54.3 後発品

内用薬 4490014F2145 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 エルピナン錠２０ 東和薬品 128.1 後発品
内用薬 4490014F2153 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 チムケント錠２０ 日新製薬（山

形）
71.3 後発品

内用薬 4490014F2161 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アレルオフ錠２０ 日医工 71.3 後発品
内用薬 4490014F2170 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アレジオテック錠２０ 日本薬品工業 115.3 後発品
内用薬 4490014F2188 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 エピナジオン錠２０ メディサ新薬 78.4 後発品
内用薬 4490014F2196 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 ヘルボッツ錠２０ 陽進堂 67.9 後発品
内用薬 4490014F2200 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 ベルグフォルム錠２０ｍｇ イセイ 51.3 後発品
内用薬 4490014M1024 塩酸エピナスチン ２％１ｇ アレルナシン微粒状軟カプセル２０（分包） 森下仁丹 85.7 後発品
内用薬 4490014R1021 塩酸エピナスチン １％１ｇ アレジオンドライシロップ１％ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

122.8

内用薬 4490014S1031 塩酸エピナスチン ０．２％１ｍＬ アプラチン内服液０．２％ 大洋薬品工業 25.6 後発品
内用薬 4490016M1023 トシル酸スプラタスト ５０ｍｇ１カプセル アイピーディカプセル５０ 大鵬薬品工業 55.9
内用薬 4490016M1031 トシル酸スプラタスト ５０ｍｇ１カプセル トシラートカプセル５０ｍｇ 東和薬品 40.4 後発品
内用薬 4490016M2020 トシル酸スプラタスト １００ｍｇ１カプセル アイピーディカプセル１００ 大鵬薬品工業 69.5
内用薬 4490016M2038 トシル酸スプラタスト １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ

「タイヨー
大洋薬品工業 44.3 後発品

内用薬 4490016M2046 トシル酸スプラタスト １００ｍｇ１カプセル トシラートカプセル１００ｍｇ 東和薬品 49 後発品
内用薬 4490016M2054 トシル酸スプラタスト １００ｍｇ１カプセル トシル酸スプラタストカプセル１００ｍｇ

「ＣＨ」
長生堂製薬 49 後発品

内用薬 4490016M2062 トシル酸スプラタスト １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 49 後発品

内用薬 4490016R1020 トシル酸スプラタスト ５％１ｇ アイピーディドライシロップ５％ 大鵬薬品工業 72
内用薬 4490017F1029 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」 小林化工 51.9 後発品
内用薬 4490017M1036 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ

セル
オノンカプセル１１２．５ｍｇ 小野薬品工業 72.4

内用薬 4490017M1044 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 47 後発品

内用薬 4490017M1052 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「科
研」

シオノケミカル 49.8 後発品

内用薬 4490017M1060 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 49.8 後発品

内用薬 4490017M1079 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 49.8 後発品

内用薬 4490017R1033 プランルカスト水和物 １０％１ｇ オノンドライシロップ１０％ 小野薬品工業 94.8
内用薬 4490017R1041 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「ＡＦ

Ｐ」
アルフレッサ
ファーマ

60.2 後発品

内用薬 4490017R1050 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「Ｄ 大興製薬 64.1 後発品
内用薬 4490017R1068 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＥＫ」 小林化工 67.2 後発品
内用薬 4490017R1076 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＭＥＤ」 メディサ新薬 53.9 後発品
内用薬 4490017R1084 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「Ｎ ニプロファーマ 67.2 後発品
内用薬 4490017R1092 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「Ｎ

Ｔ」
ニプロジェネ
ファ

53.9 後発品

内用薬 4490017R1106 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 64.1 後発品
内用薬 4490017R1114 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「アメル」 共和薬品工業 64.1 後発品
内用薬 4490017R1122 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「オーハラ」 大原薬品工業 53.9 後発品
内用薬 4490017R1130 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「サワイ」 沢井製薬 67.2 後発品
内用薬 4490017R1149 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 60.2 後発品

内用薬 4490017R1157 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「タカタ」 高田製薬 67.2 後発品
内用薬 4490017R1165 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「トーワ」 東和薬品 67.2 後発品
内用薬 4490017R1173 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「日医工」 日医工 64.1 後発品
内用薬 4490018D1022 セラトロダスト １０％１ｇ ブロニカ顆粒１０％ 武田薬品工業 386.8
内用薬 4490018F1023 セラトロダスト ４０ｍｇ１錠 ブロニカ錠４０ 武田薬品工業 197.7
内用薬 4490018F2020 セラトロダスト ８０ｍｇ１錠 ブロニカ錠８０ 武田薬品工業 305.5
内用薬 4490019F1028 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバステル錠５ｍｇ 大日本住友製薬 103.6
内用薬 4490019F2024 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバステル錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 139.5
内用薬 4490019F3020 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバステルＯＤ錠５ｍｇ 大日本住友製薬 103.6
内用薬 4490019F4027 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバステルＯＤ錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 139.5
内用薬 4490020F1020 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局　ジルテック錠５ ユーシービー

ジャパン
102.8

内用薬 4490020F1039 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５「ＡＲ」 アリジェン製薬 33.1 後発品
内用薬 4490020F1047 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 33.1 後発品
内用薬 4490020F1055 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・

オー新薬
59.2 後発品

内用薬 4490020F1063 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 75 後発品
内用薬 4490020F1071 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 75 後発品
内用薬 4490020F1080 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山

形）
65.7 後発品

内用薬 4490020F1098 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 40.3 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 4490020F1101 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネ

ファ
33.1 後発品

内用薬 4490020F1110 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ
ディオ

44.7 後発品

内用薬 4490020F1128 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 40.3 後発品
内用薬 4490020F1136 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 56.8 後発品
内用薬 4490020F1144 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 75 後発品
内用薬 4490020F1152 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 56.8 後発品
内用薬 4490020F1160 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 61.6 後発品
内用薬 4490020F1179 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 71.2 後発品
内用薬 4490020F1187 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 54.3 後発品
内用薬 4490020F1195 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５「オーハラ」 大原薬品工業 47.5 後発品
内用薬 4490020F1209 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 ダイト 75 後発品
内用薬 4490020F1217 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 51.5 後発品
内用薬 4490020F1225 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 71.2 後発品
内用薬 4490020F1233 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 43.8 後発品
内用薬 4490020F1241 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 71.2 後発品
内用薬 4490020F1250 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 75 後発品
内用薬 4490020F1268 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 54.3 後発品
内用薬 4490020F1276 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「テイコク」 テイコクメ

ディックス
47.5 後発品

内用薬 4490020F1284 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 71.2 後発品
内用薬 4490020F1292 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 65.7 後発品
内用薬 4490020F1306 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「メルク」 マイラン製薬 65.7 後発品
内用薬 4490020F1314 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 43.1 後発品
内用薬 4490020F1322 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 65.7 後発品
内用薬 4490020F2027 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局　ジルテック錠１０ ユーシービー

ジャパン
135.8

内用薬 4490020F2035 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０「ＡＲ」 アリジェン製薬 99.5 後発品
内用薬 4490020F2043 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 54.8 後発品
内用薬 4490020F2051 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・

オー新薬
59.2 後発品

内用薬 4490020F2060 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 85.9 後発品
内用薬 4490020F2078 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 96.3 後発品
内用薬 4490020F2086 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山

形）
85.9 後発品

内用薬 4490020F2094 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 51.2 後発品
内用薬 4490020F2108 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネ

ファ
85.9 後発品

内用薬 4490020F2116 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ
ディオ

60.2 後発品

内用薬 4490020F2124 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 51.2 後発品
内用薬 4490020F2132 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 64.9 後発品
内用薬 4490020F2140 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 99.5 後発品
内用薬 4490020F2159 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 77.2 後発品
内用薬 4490020F2167 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 69.7 後発品
内用薬 4490020F2175 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 87.5 後発品
内用薬 4490020F2183 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 64.9 後発品
内用薬 4490020F2191 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０「オーハラ」 大原薬品工業 77.2 後発品
内用薬 4490020F2205 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 96.3 後発品
内用薬 4490020F2213 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 51.5 後発品
内用薬 4490020F2221 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 96.3 後発品
内用薬 4490020F2230 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 43.8 後発品
内用薬 4490020F2248 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 87.5 後発品
内用薬 4490020F2256 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 99.5 後発品
内用薬 4490020F2264 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 58.3 後発品
内用薬 4490020F2272 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「テイコク」 テイコクメ

ディックス
60.2 後発品

内用薬 4490020F2280 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 96.3 後発品
内用薬 4490020F2299 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 87.5 後発品
内用薬 4490020F2302 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「メルク」 マイラン製薬 77.2 後発品
内用薬 4490020F2310 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 60.5 後発品
内用薬 4490020F2329 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 77.2 後発品
内用薬 4490020R1027 塩酸セチリジン １．２５％１ｇ ジルテックドライシロップ１．２５％ ユーシービー

ジャパン
344.4

内用薬 4490021F1025 ラマトロバン ５０ｍｇ１錠 バイナス錠５０ｍｇ バイエル薬品 119.2
内用薬 4490021F2021 ラマトロバン ７５ｍｇ１錠 バイナス錠７５ｍｇ バイエル薬品 148.2
内用薬 4490022F1020 ベシル酸ベポタスチン ５ｍｇ１錠 タリオン錠５ 田辺三菱製薬 50.2
内用薬 4490022F2026 ベシル酸ベポタスチン １０ｍｇ１錠 タリオン錠１０ 田辺三菱製薬 62.9
内用薬 4490022F3022 ベシル酸ベポタスチン ５ｍｇ１錠 タリオンＯＤ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 50.2
内用薬 4490022F4029 ベシル酸ベポタスチン １０ｍｇ１錠 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 62.9
内用薬 4490023F1024 塩酸フェキソフェナジン ６０ｍｇ１錠 アレグラ錠６０ｍｇ サノフィ・アベ

ンティス
89.2

内用薬 4490023F2020 塩酸フェキソフェナジン ３０ｍｇ１錠 アレグラ錠３０ｍｇ サノフィ・アベ
ンティス

68.1

内用薬 4490024F1029 ザフィルルカスト ２０ｍｇ１錠 アコレート錠２０ｍｇ アストラゼネカ 99.7
内用薬 4490024F2025 ザフィルルカスト ４０ｍｇ１錠 アコレート錠４０ｍｇ アストラゼネカ 154.2
内用薬 4490025F1023 塩酸オロパタジン ２．５ｍｇ１錠 アレロック錠２．５ 協和醗酵工業 54.3
内用薬 4490025F2020 塩酸オロパタジン ５ｍｇ１錠 アレロック錠５ 協和醗酵工業 69.5
内用薬 4490026C1021 モンテルカストナトリウ ４ｍｇ１包 キプレス細粒４ｍｇ 杏林製薬 262.2
内用薬 4490026C1030 モンテルカストナトリウ ４ｍｇ１包 シングレア細粒４ｍｇ 萬有製薬 262.2
内用薬 4490026F1028 モンテルカストナトリウ ５ｍｇ１錠 キプレスチュアブル錠５ 杏林製薬 255.6
内用薬 4490026F1036 モンテルカストナトリウ ５ｍｇ１錠 シングレアチュアブル錠５ 萬有製薬 255.6
内用薬 4490026F2024 モンテルカストナトリウ １０ｍｇ１錠 キプレス錠１０ 杏林製薬 272.2
内用薬 4490026F2032 モンテルカストナトリウ １０ｍｇ１錠 シングレア錠１０ 萬有製薬 272.2
内用薬 4490027F1022 ロラタジン １０ｍｇ１錠 クラリチン錠１０ｍｇ シェリング・プ

ラウ
126

内用薬 4490027F2029 ロラタジン １０ｍｇ１錠 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ シェリング・プ
ラウ

126

内用薬 4490027R1029 ロラタジン １％１ｇ クラリチンドライシロップ１％ シェリング・プ
ラウ

258.2

内用薬 5100001X1016 アキョウ １０ｇ アキョウ 69.9
内用薬 5100001X1024 アキョウ １０ｇ ウチダのアキョウＭ ウチダ和漢薬 77.7
内用薬 5100002A1018 アセンヤク １０ｇ 局 アセンヤク末 15.3
内用薬 5100003A1012 アマチャ １０ｇ 局 アマチャ末 45.5
内用薬 5100003X1015 アマチャ １０ｇ 局 アマチャ 46



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
内用薬 5100004A1017 アロエ １０ｇ 局 アロエ末 39.2
内用薬 5100005X1014 アンソッコウ １０ｇ 局 アンソッコウ 12.1
内用薬 5100006X1019 イレイセン １０ｇ 局 イレイセン 18.5
内用薬 5100007X1013 インチンコウ １０ｇ 局 インチンコウ 24.5
内用薬 5100007X1021 インチンコウ １０ｇ 局 ウチダのインチンコウＭ ウチダ和漢薬 27.2
内用薬 5100007X1030 インチンコウ １０ｇ 局 トチモトのインチンコウ 栃本天海堂 25.3
内用薬 5100007X1048 インチンコウ １０ｇ 局 ツムラの生薬インチンコウ ツムラ 27.2
内用薬 5100007X1056 インチンコウ １０ｇ 局 インチンコウダイコーＭ 大晃生薬 27.2
内用薬 5100007X1064 インチンコウ １０ｇ 局 花扇インチンコウＫ 小西製薬 27.2
内用薬 5100008X1018 ウイキョウ １０ｇ 局 ウイキョウ 17.5
内用薬 5100009X1012 ウコン １０ｇ 局 ウコン 9.4
内用薬 5100010X1015 ウズ １０ｇ ウズ 120.6
内用薬 5100010X1023 ウズ １０ｇ ウチダの烏頭 ウチダ和漢薬 134
内用薬 5100011X1010 ウバイ １０ｇ ウバイ 21.1
内用薬 5100012X1014 ウヤク １０ｇ 局 ウヤク 15.8
内用薬 5100013X1019 ウワウルシ １０ｇ 局 ウワウルシ 18.1
内用薬 5100014A1010 エイジツ １０ｇ 局 エイジツ末 12.8
内用薬 5100014X1013 エイジツ １０ｇ 局 エイジツ 10.2
内用薬 5100015X1018 エンゴサク １０ｇ 局 エンゴサク 24.1
内用薬 5100016X1012 エンメイソウ １０ｇ エンメイソウ 17.1
内用薬 5100017X1017 オウギ １０ｇ 局 オウギ 22.3
内用薬 5100017X1025 オウギ １０ｇ 局 ウチダのオウギＭ ウチダ和漢薬 24.8
内用薬 5100017X1033 オウギ １０ｇ 局 花扇オウギＫ 小西製薬 24.8
内用薬 5100017X1050 オウギ １０ｇ 局 オウギダイコーＭ 大晃生薬 24.8
内用薬 5100017X1084 オウギ １０ｇ 局 ツムラの生薬オウギ ツムラ 23.1
内用薬 5100017X1106 オウギ １０ｇ 局 トチモトのオウギ 栃本天海堂 23.1
内用薬 5100018A1019 オウギ １０ｇ オウギ末 27.4
内用薬 5100019A1013 オウゴン １０ｇ 局 オウゴン末 21.8
内用薬 5100019X1016 オウゴン １０ｇ 局 オウゴン 19.1
内用薬 5100020A1016 オウバク １０ｇ 局 オウバク末 29.6
内用薬 5100020X1019 オウバク １０ｇ 局 オウバク 26.1
内用薬 5100021X1013 オウヒ １０ｇ オウヒ 10.2
内用薬 5100022A1015 オウレン １０ｇ 局 オウレン末 160
内用薬 5100022A1023 オウレン １０ｇ 局 ウチダのオウレン末Ｍ ウチダ和漢薬 169.2
内用薬 5100022A1040 オウレン １０ｇ 局 花扇オウレン末Ｋ 小西製薬 169.2
内用薬 5100022A1058 オウレン １０ｇ 局※ オウレン末（鈴粉末） 鈴粉末薬品 169.2
内用薬 5100022X1018 オウレン １０ｇ 局 オウレン 86.2
内用薬 5100023A1010 オンジ １０ｇ 局 オンジ末 30.6
内用薬 5100023X1012 オンジ １０ｇ 局 オンジ 30.6
内用薬 5100024X1017 カイカ １０ｇ カイカ 13.7
内用薬 5100025X1011 ガイヨウ １０ｇ ガイヨウ 12.5
内用薬 5100026X1016 カゴソウ １０ｇ 局 カゴソウ 17
内用薬 5100027X1010 カシ １０ｇ カシ 10.5
内用薬 5100028X1015 カシュウ １０ｇ 局 カシュウ 15
内用薬 5100028X1023 カシュウ １０ｇ 局 ウチダのカシュウＭ ウチダ和漢薬 16.6
内用薬 5100028X1031 カシュウ １０ｇ 局 トチモトのカシュウ 栃本天海堂 16.6
内用薬 5100028X1040 カシュウ １０ｇ 局 花扇カシュウＫ 小西製薬 16.6
内用薬 5100029X1010 ガジュツ １０ｇ 局 ガジュツ 10
内用薬 5100029X1028 ガジュツ １０ｇ 局 ウチダのガジュツＭ ウチダ和漢薬 10.9
内用薬 5100029X1052 ガジュツ １０ｇ 局 トチモトのガジュツ 栃本天海堂 10.9
内用薬 5100029X1060 ガジュツ １０ｇ 局 高砂ガジュツＭ 高砂薬業 10.9
内用薬 5100030A1010 ガジュツ １０ｇ ガジュツ末 17.8
内用薬 5100031X1017 カッコウ １０ｇ カッコウ 13.7
内用薬 5100032X1011 カッコン １０ｇ 局 カッコン 16.3
内用薬 5100033X1016 カッセキ １０ｇ カッセキ 15.1
内用薬 5100034A1018 カノコソウ １０ｇ 局 カノコソウ末 49.7
内用薬 5100034X1010 カノコソウ １０ｇ 局 カノコソウ 43.9
内用薬 5100035X1015 カマラ １０ｇ カマラ 330.7
内用薬 5100036X1010 カロコン １０ｇ 局 カロコン 14.9
内用薬 5100036X1028 カロコン １０ｇ 局 ウチダのカロコンＭ ウチダ和漢薬 16.5
内用薬 5100036X1036 カロコン １０ｇ 局 花扇カロコンＫ 小西製薬 16.5
内用薬 5100036X1052 カロコン １０ｇ 局 カロコンダイコーＭ 大晃生薬 16.5
内用薬 5100036X1060 カロコン １０ｇ 局 小島か楼根Ｍ 小島漢方 15.3
内用薬 5100036X1087 カロコン １０ｇ 局 ツムラの生薬カロコン ツムラ 15.3
内用薬 5100036X1095 カロコン １０ｇ 局 トチモトのカロコン 栃本天海堂 16.5
内用薬 5100037X1014 カロニン １０ｇ カロニン 16.4
内用薬 5100038X1019 乾姜 １０ｇ 局 乾姜 14.5
内用薬 5100038X1027 乾姜 １０ｇ 局 ウチダのカンキョウＭ ウチダ和漢薬 15.5
内用薬 5100038X1035 乾姜 １０ｇ 局 トチモトの乾姜 栃本天海堂 15.5
内用薬 5100038X1051 乾姜 １０ｇ 局 マツウラのカンキョウ（調剤用） 松浦薬業 15.5
内用薬 5100038X1060 乾姜 １０ｇ 局 花扇カンキョウＫ 小西製薬 15.5
内用薬 5100039A1010 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウ末 24.4
内用薬 5100039X1013 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウ 15
内用薬 5100039X1021 カンゾウ １０ｇ 局 ウチダのカンゾウＭ ウチダ和漢薬 16.5
内用薬 5100039X1048 カンゾウ １０ｇ 局 花扇カンゾウＫ 小西製薬 16.5
内用薬 5100039X1064 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウダイコーＭ 大晃生薬 16.5
内用薬 5100039X1099 カンゾウ １０ｇ 局 ツムラの生薬カンゾウ ツムラ 16.5
内用薬 5100039X1110 カンゾウ １０ｇ 局 トチモトのカンゾウ 栃本天海堂 15.5
内用薬 5100039X1137 カンゾウ １０ｇ 局 マツウラのカンゾウ（医療用） 松浦薬業 15.5
内用薬 5100040X1016 カンタリス １０ｇ カンタリス 208.3
内用薬 5100041A1018 カンテン １０ｇ 局 カンテン末 48.8
内用薬 5100042A1012 キキョウ １０ｇ 局 キキョウ末 24.7
内用薬 5100042X1015 キキョウ １０ｇ 局 キキョウ 17
内用薬 5100043X1010 キクカ １０ｇ 局 キクカ 21
内用薬 5100043X1028 キクカ １０ｇ 局 ウチダのキクカＭ ウチダ和漢薬 23.1
内用薬 5100043X1044 キクカ １０ｇ 局 花扇キクカＫ 小西製薬 23.1
内用薬 5100043X1052 キクカ １０ｇ 局 ツムラの生薬キクカ ツムラ 23.1
内用薬 5100044X1014 キササゲ １０ｇ 局 キササゲ 19
内用薬 5100045X1019 キジツ １０ｇ 局 キジツ 12.8
内用薬 5100045X1027 キジツ １０ｇ 局 ウチダのキジツＭ ウチダ和漢薬 13.7
内用薬 5100045X1035 キジツ １０ｇ 局 花扇キジツＫ 小西製薬 13.7
内用薬 5100045X1051 キジツ １０ｇ 局 キジツダイコーＭ 大晃生薬 13.7
内用薬 5100045X1086 キジツ １０ｇ 局 ツムラの生薬キジツ ツムラ 13.7
内用薬 5100045X1094 キジツ １０ｇ 局 トチモトのキジツ 栃本天海堂 13.7
内用薬 5100046X1013 キッピ １０ｇ キッピ 12.5
内用薬 5100047A1015 キナ １０ｇ キナ末 12.2


