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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

462.00

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

1,047.50

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

2,100.00

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

3,150.00

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

6,300.00

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

9,450.00

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

44,100.00

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

66,150.00

内用薬 4411001F1024 塩酸ジフェンヒドラミン １０ｍｇ１錠 ベナ錠 佐藤製薬 6.10
内用薬 4411001F1040 塩酸ジフェンヒドラミン １０ｍｇ１錠 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 興和 6.10
内用薬 4411001F1059 塩酸ジフェンヒドラミン １０ｍｇ１錠 ベナ錠１０ｍｇ 佐藤製薬 6.10
内用薬 4411002B1086 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１０％ 興和 6.20

内用薬 4412002F1026 塩酸トリプロリジン １ｍｇ１錠 ベネン錠 佐藤製薬 6.10
内用薬 4412002F1034 塩酸トリプロリジン １ｍｇ１錠 ベネン錠１ｍｇ 佐藤製薬 6.10
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 23.10

内用薬 4412002Q1035 塩酸トリプロリジン ０．０３３３％１０ｍ
Ｌ

ベネンシロップ０．０３３％ 佐藤製薬 23.10
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 6.20
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 6.20

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 5.70
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 5.70
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 5.70
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 5.70
内用薬 4413003Q1037 酒石酸アリメマジン ０．０５％１０ｍＬ アリメジンシロップ０．０５％ ニプロパッチ 25.20
内用薬 4413004C1042 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジン細粒０．６％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 8.20
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 74.10
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
74.10

内用薬 4413004C2057 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジン小児用細粒０．６％「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 46.90

内用薬 4413004F1030 メキタジン ３ｍｇ１錠 ゼスラン錠 旭化成ファーマ 8.80
内用薬 4413004F1154 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタゼノン錠 日医工ファーマ 後発品 5.70
内用薬 4413004F1162 メキタジン ３ｍｇ１錠 ベナンザール錠 イセイ 後発品 5.70
内用薬 4413004F1170 メキタジン ３ｍｇ１錠 ハレムニン錠３ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 4413004F1189 メキタジン ３ｍｇ１錠 ヒスポラン錠３ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 4413004F1197 メキタジン ３ｍｇ１錠 アリマン錠３ｍｇ メディサ新薬 後発品 5.60
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
8.80

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 後発品 5.60
内用薬 4413004F1227 メキタジン ３ｍｇ１錠 シークナロン錠３ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 4413004F1235 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠３ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 4413004F1243 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタミン錠３ｍｇ ダイト 後発品 5.70
内用薬 4413004F1251 メキタジン ３ｍｇ１錠 ゼスラン錠３ｍｇ 旭化成ファーマ 8.80
内用薬 4413004F1260 メキタジン ３ｍｇ１錠 ベナンザール錠３ｍｇ イセイ 後発品 5.70
内用薬 4413004F1278 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタゼノン錠３ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.70
内用薬 4413004Q1058 メキタジン ０．０３％１ｍＬ ゼスラン小児用シロップ０．０３％ 旭化成ファーマ 7.70
内用薬 4413004Q1066 メキタジン ０．０３％１ｍＬ ニポラジン小児用シロップ０．０３％ アルフレッサ

ファーマ
7.70

内用薬 4413004Q1074 メキタジン ０．０３％１ｍＬ メキタジン小児用シロップ０．０３％
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.40

内用薬 4413004R1029 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジンＤＳ０．６％「ＫＮ」 小林化工 後発品 14.00
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％「ホエイ」
東洋製薬化成 後発品 8.70

内用薬 4419001Q1090 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０．０５％ 日医工ファーマ 8.70

内用薬 4419001Q1104 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％「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 8.70

内用薬 4419002B1033 ｄ－マレイン酸クロル
フェニラミン

１％１ｇ ポララミン散１％ シェリング・プラ
ウ

14.20

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

5.90

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 後発品 5.60

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 後発品 5.60

内用薬 4419002G1111 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６ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60

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） 後発品 10.20

内用薬 4419002Q1087 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０．０４％ 東和薬品 後発品 12.80

内用薬 4419002Q1095 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０．０４％ シェリング・プラ
ウ

20.60

内用薬 4419002Q1109 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０．０４％ 鶴原製薬 後発品 10.20

内用薬 4419002Q1117 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０．０４％ 日新製薬（山形） 後発品 10.20

内用薬 4419002R1031 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０．２％ 高田製薬 5.70

91 / 127 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

内用薬 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 6.90

内用薬 4419003B1275 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１％
「ＮＰ」

ニプロファーマ 7.20

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 8.40

内用薬 4419003B1291 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩散
１％「日医工」

日医工 7.20

内用薬 4419003B1305 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局 アレルギン散１％ 第一三共 8.40

内用薬 4419003B1313 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１％ 興和 8.40

内用薬 4419003B1321 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｇ 局 ヒスタール散１％ 日本ユニバーサル
薬品

7.20

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 8.50

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 8.50

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 29.20

内用薬 4419005B1045 塩酸シプロヘプタジン １％１ｇ ペリアクチン散１％ 日医工 7.70
内用薬 4419005F1047 塩酸シプロヘプタジン ４ｍｇ１錠 ペリアクチン錠４ｍｇ 日医工 6.00
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％ 日医工 18.90
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 後発品 11.10

内用薬 4419006F1165 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 パルファード錠「イセイ」 イセイ 後発品 5.40
内用薬 4419006F1190 塩酸ホモクロルシクリジ

ン
１０ｍｇ１錠 ベラホルテン 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 4419006F1351 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 ホモクリシン錠１０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.40
内用薬 4419006F1360 塩酸ホモクロルシクリジ

ン
１０ｍｇ１錠 ヒスタリジン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 4419006F1378 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 ホモクロミン錠１０ｍｇ エーザイ 6.90
内用薬 4419006F1386 塩酸ホモクロルシクリジ

ン
１０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍ

ｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 4419006F1394 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 パルファード錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 4419006F1408 塩酸ホモクロルシクリジ

ン
１０ｍｇ１錠 ベラホルテン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 4419008B1073 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ タベジール散０．１％ ノバルティス
ファーマ

10.20

内用薬 4419008B2070 フマル酸クレマスチン １％１ｇ タベジール散１％ ノバルティス
ファーマ

87.10

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 後発品 5.00
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 後発品 5.00
内用薬 4419008F1415 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 インベスタン錠１ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.00
内用薬 4419008F1423 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 キソラミン錠１ｍｇ 陽進堂 後発品 5.00
内用薬 4419008F1431 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 タベジール錠１ｍｇ ノバルティス

ファーマ
8.90

内用薬 4419008F1440 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 テルギンＧ錠１ｍｇ 高田製薬 後発品 5.00
内用薬 4419008F1458 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 ベナンジール錠１ｍｇ イセイ 後発品 5.00
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 後発品 13.70
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 後発品 13.70
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
34.40

内用薬 4419008Q1165 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ インベスタンシロップ０．０１％ 日医工ファーマ 後発品 18.90
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％）
日医工ファーマ 後発品 9.30

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 後発品 6.20
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 後発品 9.30
内用薬 4419008R1080 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０．１％ 高田製薬 後発品 11.60
内用薬 4419008R1098 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０．１％ サンド 後発品 6.20
内用薬 4419008R1101 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ クレ・ママレットドライシロップ０．

１％
昭和薬品化工 後発品 9.30

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

103.90

内用薬 4420001F1066 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 グレリース錠３ｍｇ ダイト 後発品 52.50
内用薬 4420001F1074 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 リザスト錠３ｍｇ メディサ新薬 後発品 42.70
内用薬 4420002F1036 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシラント錠１００ 小林化工 後発品 40.10
内用薬 4420002F1052 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシレート錠１００ 日医工 後発品 29.20
内用薬 4420002F1060 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブリマーニ錠１００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 24.40
内用薬 4420002F1087 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ラルビル錠１００ 大洋薬品工業 後発品 29.20
内用薬 4420002F1109 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 レマルク錠１００ 大正薬品工業 後発品 25.80
内用薬 4420002F1117 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 リマチル錠１００ｍｇ 参天製薬 74.90
内用薬 4420002F1125 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシラミン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 30.60
内用薬 4420002F2032 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシレート錠５０ 日医工 後発品 22.50
内用薬 4420002F2059 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 リマチル錠５０ｍｇ 参天製薬 44.70
内用薬 4420002F2067 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシラミン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 21.50
内用薬 4420002F2075 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 レマルク錠５０ 大正薬品工業 後発品 21.30
内用薬 4490001C1056 クロモグリク酸ナトリウ

ム
１０％１ｇ インタール細粒１０％ アステラス製薬 106.80

内用薬 4490001C1064 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１０％１ｇ プレント細粒１０％ 辰巳化学 後発品 35.40
内用薬 4490001C1072 クロモグリク酸ナトリウ

ム
１０％１ｇ アレルナート細粒１０％ ビオメディクス 後発品 38.70

内用薬 4490002C1018 トラニラスト １０％１ｇ トラニラスト１０％細粒 後発品 8.60
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 60.20
内用薬 4490002C1131 トラニラスト １０％１ｇ トピアス細粒１０％ 日医工ファーマ 後発品 15.20
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 後発品 8.30
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 57.40
内用薬 4490002M1366 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル テイブロックカプセル１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 13.50
内用薬 4490002R1010 トラニラスト ５％１ｇ トラニラスト５％シロップ用 後発品 9.60
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 61.20
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 後発品 15.00
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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「ＥＭ
ＥＣ」

サンノーバ 後発品 14.10

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 後発品 5.60
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
63.00

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 後発品 6.40
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 後発品 6.40
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％ 日医工ファーマ 後発品 23.40
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
後発品 6.40

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

23.40

内用薬 4490003Q1133 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ ケトチフェンシロップ０．０２％「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.40

内用薬 4490003Q1141 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ ケトチフェンシロップ０．０２％「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 6.40

内用薬 4490003Q1150 フマル酸ケトチフェン ０．０２％１ｍＬ スプデルシロップ小児用０．０２％ 東和薬品 後発品 6.40
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％ 日医工ファーマ 後発品 15.10
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
後発品 10.20

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

82.30

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 後発品 18.70
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 112.20
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 34.90
内用薬 4490004F2010 塩酸アゼラスチン １ｍｇ１錠 塩酸アゼラスチン１ｍｇ錠 後発品 6.90
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 45.60
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 後発品 5.60
内用薬 4490005F1018 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド３０ｍｇ錠 後発品 7.30
内用薬 4490005F1387 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 セルテクト錠３０ 協和発酵キリン 64.80
内用薬 4490005F1425 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 アデコック錠３０ｍｇ 日本薬品工業 後発品 24.70
内用薬 4490005F1433 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 25.60
内用薬 4490005F1441 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 メクテクト錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 17.40
内用薬 4490005F1492 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 ペペシン錠３０ｍｇ 前田薬品工業 後発品 13.10
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 後発品 8.50
内用薬 4490005R1014 オキサトミド ２％１ｇ オキサトミド２％シロップ用 後発品 12.90
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％ 協和発酵キリン 110.10
内用薬 4490005R1383 オキサトミド ２％１ｇ ペペシンドライシロップ２％ 前田薬品工業 後発品 28.10
内用薬 4490006F1020 アンレキサノクス ２５ｍｇ１錠 局 ソルファ２５ｍｇ錠 武田薬品工業 47.30
内用薬 4490006F2027 アンレキサノクス ５０ｍｇ１錠 局 ソルファ５０ｍｇ錠 武田薬品工業 70.50
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 97.40
内用薬 4490007F1033 レピリナスト １５０ｍｇ１錠 ロメット錠１５０ｍｇ 田辺三菱製薬 104.40
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 62.20
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 27.80
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 後発品 11.20
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 95.30
内用薬 4490011F1030 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 ペミラストン錠１０ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
75.00

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 後発品 45.30
内用薬 4490011F1056 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 タツモール錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 28.80
内用薬 4490011F1064 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 モナソサール錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 43.30
内用薬 4490011F1080 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 55.00

内用薬 4490011F2028 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 アレギサール錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 56.80
内用薬 4490011F2036 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 ペミラストン錠５ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
42.90

内用薬 4490011F2044 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 アルジキサール錠５ 大洋薬品工業 後発品 22.10
内用薬 4490011F2052 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 モナソサール錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 26.80
内用薬 4490011F2079 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 タツモール錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 21.00
内用薬 4490011F2087 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 ペミロラストＫ錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 23.30
内用薬 4490011R1052 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ タツモールドライシロップ０．５％ 辰巳化学 後発品 35.60
内用薬 4490011R1060 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ ペミラストンドライシロップ０．５％ アルフレッサ

ファーマ
74.10

内用薬 4490011R1079 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ アレギサールドライシロップ０．５％ 田辺三菱製薬 87.10
内用薬 4490011R1087 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ ペミロラストＫドライシロップ０．

５％「マイラン」
マイラン製薬 後発品 56.90

内用薬 4490012F1026 塩酸オザグレル １００ｍｇ１錠 ドメナン錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 76.40
内用薬 4490012F1034 塩酸オザグレル １００ｍｇ１錠 ベガ錠１００ｍｇ 小野薬品工業 80.50
内用薬 4490012F2022 塩酸オザグレル ２００ｍｇ１錠 ドメナン錠２００ｍｇ キッセイ薬品工業 123.80
内用薬 4490012F2030 塩酸オザグレル ２００ｍｇ１錠 ベガ錠２００ｍｇ 小野薬品工業 132.20
内用薬 4490012F2049 塩酸オザグレル ２００ｍｇ１錠 オザグレル錠２００「ＫＮ」 小林化工 後発品 66.50
内用薬 4490013M1020 フマル酸エメダスチン １ｍｇ１カプセル ダレンカプセル１ｍｇ シェリング・プラ

ウ
41.20

内用薬 4490013M1038 フマル酸エメダスチン １ｍｇ１カプセル レミカットカプセル１ｍｇ 興和 41.80
内用薬 4490013M1046 フマル酸エメダスチン １ｍｇ１カプセル エメロミンカプセル１ｍｇ 東和薬品 後発品 30.70
内用薬 4490013M2026 フマル酸エメダスチン ２ｍｇ１カプセル ダレンカプセル２ｍｇ シェリング・プラ

ウ
53.00

内用薬 4490013M2034 フマル酸エメダスチン ２ｍｇ１カプセル レミカットカプセル２ｍｇ 興和 54.00
内用薬 4490013M2042 フマル酸エメダスチン ２ｍｇ１カプセル エメロミンカプセル２ｍｇ 東和薬品 後発品 38.70
内用薬 4490014F1025 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
120.70

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 後発品 31.90
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 後発品 31.90
内用薬 4490014F1050 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アルピード錠１０ ダイト 後発品 77.30
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 後発品 28.10
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 後発品 73.30
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内用薬 4490014F1084 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アレルオフ錠１０ 日医工 後発品 51.00
内用薬 4490014F1092 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 ヘルボッツ錠１０ 陽進堂 後発品 31.90
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 後発品 28.10
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 後発品 46.90
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） 後発品 45.00
内用薬 4490014F1130 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 エピナスチン錠１０ｍｇ「ＫＴ」 寿製薬 後発品 62.70
内用薬 4490014F2013 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 塩酸エピナスチン２０ｍｇ錠 後発品 33.30
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
162.90

内用薬 4490014F2030 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 ユピテル錠２０ 岩城製薬 後発品 58.70
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 後発品 45.30

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 後発品 79.70
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 後発品 47.90
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 後発品 43.40
内用薬 4490014F2080 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アルピード錠２０ ダイト 後発品 112.90
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 後発品 41.90
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 後発品 43.40
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 後発品 45.30
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
後発品 45.30

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 後発品 110.60
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） 後発品 58.70
内用薬 4490014F2161 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 アレルオフ錠２０ 日医工 後発品 62.90
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 後発品 102.30
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 後発品 67.50
内用薬 4490014F2196 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 ヘルボッツ錠２０ 陽進堂 後発品 53.40
内用薬 4490014F2218 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 41.90

内用薬 4490014F2226 塩酸エピナスチン ２０ｍｇ１錠 ピナジオン錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 43.40
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 後発品 79.80

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

113.50

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 後発品 24.70
内用薬 4490014S1040 塩酸エピナスチン ０．２％１ｍＬ エピナスチン塩酸塩内用液０．２％

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 24.70

内用薬 4490016M1023 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 50.60
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 後発品 37.80
内用薬 4490016M1040 トシル酸スプラタスト ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル５０

ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 37.80

内用薬 4490016M1058 トシル酸スプラタスト ５０ｍｇ１カプセル トシル酸スプラタストカプセル５０ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 37.80

内用薬 4490016M1066 トシル酸スプラタスト ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル５０
ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 後発品 37.80

内用薬 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 62.20
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１０

０ｍｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 40.20

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 後発品 44.30
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１００

ｍｇ「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 42.10

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１０
０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 42.10

内用薬 4490016M2070 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１０
０ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 後発品 42.10

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 66.80
内用薬 4490017F1029 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」 小林化工 後発品 46.90
内用薬 4490017F1037 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「Ａ

ＦＰ」
アルフレッサ
ファーマ

後発品 41.00

内用薬 4490017F1045 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 41.00

内用薬 4490017F2025 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５「ＥＫ」 小林化工 後発品 74.00
内用薬 4490017M1036 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ

セル
オノンカプセル１１２．５ｍｇ 小野薬品工業 66.90

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

プランルカストカプセル１１２．５ｍ
ｇ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 39.70

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

プランルカストカプセル１１２．５ｍ
ｇ「科研」

シオノケミカル 後発品 44.20

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

プランルカストカプセル１１２．５ｍ
ｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 45.20

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

プランルカストカプセル１１２．５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 42.20

内用薬 4490017M1087 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 42.20

内用薬 4490017M1095 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５ｍ
ｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 42.20

内用薬 4490017M1109 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 42.20

内用薬 4490017R1033 プランルカスト水和物 １０％１ｇ オノンドライシロップ１０％ 小野薬品工業 87.50
内用薬 4490017R1041 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％

「ＡＦＰ」
アルフレッサ
ファーマ

後発品 49.60

内用薬 4490017R1050 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％
「ＤＫ」

大興製薬 後発品 56.40

内用薬 4490017R1068 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＥＫ」 小林化工 後発品 61.40
内用薬 4490017R1076 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 50.30
内用薬 4490017R1084 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％

「ＮＰ」
ニプロファーマ 後発品 52.00
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内用薬 4490017R1092 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％
「ＮＴ」

ニプロジェネファ 後発品 45.50

内用薬 4490017R1106 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 56.40
内用薬 4490017R1114 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 56.40
内用薬 4490017R1122 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 45.50

内用薬 4490017R1130 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.40
内用薬 4490017R1149 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 53.50

内用薬 4490017R1157 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「タカタ」 高田製薬 後発品 59.20
内用薬 4490017R1165 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 61.40
内用薬 4490017R1173 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「日医工」 日医工 後発品 53.50
内用薬 4490017R1181 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 43.10
内用薬 4490017R1190 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％

「マイラン」
マイラン製薬 後発品 48.20

内用薬 4490018D1022 セラトロダスト １０％１ｇ ブロニカ顆粒１０％ 武田薬品工業 386.80
内用薬 4490018F1023 セラトロダスト ４０ｍｇ１錠 ブロニカ錠４０ 武田薬品工業 197.70
内用薬 4490018F2020 セラトロダスト ８０ｍｇ１錠 ブロニカ錠８０ 武田薬品工業 305.50
内用薬 4490019F1028 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバステル錠５ｍｇ 大日本住友製薬 88.10
内用薬 4490019F1036 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 38.50
内用薬 4490019F1044 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 51.30
内用薬 4490019F1052 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 68.40
内用薬 4490019F1060 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 68.40
内用薬 4490019F1079 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 45.50
内用薬 4490019F1087 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.50
内用薬 4490019F1095 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 57.60
内用薬 4490019F1109 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 52.70
内用薬 4490019F1117 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 61.70
内用薬 4490019F1125 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 57.60
内用薬 4490019F1133 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 61.70
内用薬 4490019F1141 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 60.30
内用薬 4490019F1150 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 63.50
内用薬 4490019F2024 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバステル錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 117.90
内用薬 4490019F2032 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 62.70
内用薬 4490019F2040 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 76.00
内用薬 4490019F2059 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 89.60
内用薬 4490019F2067 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 86.00
内用薬 4490019F2075 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 57.90
内用薬 4490019F2083 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 82.90
内用薬 4490019F2091 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 80.80
内用薬 4490019F2105 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 84.50
内用薬 4490019F2113 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 84.60
内用薬 4490019F2121 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 76.00
内用薬 4490019F2130 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 84.50
内用薬 4490019F2148 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 80.80
内用薬 4490019F2156 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 80.80
内用薬 4490019F3020 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバステルＯＤ錠５ｍｇ 大日本住友製薬 88.10
内用薬 4490019F3039 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 68.90
内用薬 4490019F3047 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 68.40
内用薬 4490019F3055 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 56.10
内用薬 4490019F3063 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 68.00
内用薬 4490019F3071 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 50.70
内用薬 4490019F3080 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 57.60
内用薬 4490019F3098 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 52.70
内用薬 4490019F3101 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 61.70
内用薬 4490019F3110 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 59.70
内用薬 4490019F3128 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 57.60
内用薬 4490019F3136 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 60.30
内用薬 4490019F3144 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 68.40
内用薬 4490019F3152 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.50
内用薬 4490019F4027 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバステルＯＤ錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 117.90
内用薬 4490019F4035 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 89.40
内用薬 4490019F4043 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 89.60
内用薬 4490019F4051 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 69.30
内用薬 4490019F4060 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 84.60
内用薬 4490019F4078 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 63.90
内用薬 4490019F4086 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 80.80
内用薬 4490019F4094 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ

ファ」
日本ケミファ 後発品 84.50

内用薬 4490019F4108 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 84.60
内用薬 4490019F4116 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 80.10

内用薬 4490019F4124 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 76.00
内用薬 4490019F4132 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 80.80
内用薬 4490019F4140 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 86.00
内用薬 4490019F4159 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 82.90
内用薬 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
97.90

内用薬 4490020F1039 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５「ＡＲ」 アリジェン製薬 後発品 31.00
内用薬 4490020F1047 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 23.20
内用薬 4490020F1055 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＨＯ

Ｓ」
シー・エイチ・
オー新薬

後発品 40.30

内用薬 4490020F1063 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 後発品 68.00
内用薬 4490020F1071 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 70.20
内用薬 4490020F1080 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山形） 後発品 52.50
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