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内用薬 1169002B1108 塩酸トリヘキシフェニジ
ル

１％１ｇ トレミン散１％ シェリング・プラ
ウ

17.70

内用薬 1169003C1035 塩酸ピロヘプチン ２％１ｇ トリモール細粒２％ アステラス製薬 45.40
内用薬 1169003F1031 塩酸ピロヘプチン ２ｍｇ１錠 トリモール錠２ｍｇ アステラス製薬 6.00
内用薬 1169004B1034 塩酸マザチコール １％１ｇ ペントナ散１％ 田辺三菱製薬 48.30
内用薬 1169004F1036 塩酸マザチコール ４ｍｇ１錠 ペントナ錠４ｍｇ 田辺三菱製薬 20.60
内用薬 1169005F1014 メシル酸ブロモクリプチ

ン
２．５ｍｇ１錠 メシル酸ブロモクリプチン２．５ｍｇ

錠
後発品 21.00

内用薬 1169005F1030 メシル酸ブロモクリプチ
ン

２．５ｍｇ１錠 エレナント錠 サンド 後発品 25.20
内用薬 1169005F1049 メシル酸ブロモクリプチ

ン
２．５ｍｇ１錠 パドパリン錠 寿製薬 後発品 51.20

内用薬 1169005F1120 メシル酸ブロモクリプチ
ン

２．５ｍｇ１錠 パーロミン錠 ダイト 後発品 52.90
内用薬 1169005F1162 メシル酸ブロモクリプチ

ン
２．５ｍｇ１錠 パルキゾン錠２．５ｍｇ メディサ新薬 後発品 61.10

内用薬 1169005F1170 メシル酸ブロモクリプチ
ン

２．５ｍｇ１錠 プロスペリン錠２．５ｍｇ 沢井製薬 後発品 31.30
内用薬 1169005F1189 メシル酸ブロモクリプチ

ン
２．５ｍｇ１錠 パロラクチン錠２．５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 31.30

内用薬 1169005F1197 メシル酸ブロモクリプチ
ン

２．５ｍｇ１錠 アップノールＢ錠２．５ｍｇ 高田製薬 後発品 77.00
内用薬 1169005F1200 メシル酸ブロモクリプチ

ン
２．５ｍｇ１錠 パーロデル錠２．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
123.90

内用薬 1169005F1227 メシル酸ブロモクリプチ
ン

２．５ｍｇ１錠 エレナント錠２．５ｍｇ サンド 後発品 25.20
内用薬 1169005F1235 メシル酸ブロモクリプチ

ン
２．５ｍｇ１錠 パドパリン錠２．５ｍｇ 寿製薬 後発品 51.20

内用薬 1169005F1243 メシル酸ブロモクリプチ
ン

２．５ｍｇ１錠 パーロミン錠２．５ｍｇ ダイト 後発品 52.90
内用薬 1169006C1039 ドロキシドパ ２０％１ｇ ドプス細粒２０％ 大日本住友製薬 147.90
内用薬 1169006C1055 ドロキシドパ ２０％１ｇ ドロキシドパ細粒２０％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 98.50
内用薬 1169006M1034 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 53.30

内用薬 1169006M1042 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 56.20

内用薬 1169006M1050 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル ドプスカプセル１００ｍｇ 大日本住友製薬 79.20
内用薬 1169006M1077 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 53.30

内用薬 1169006M2030 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 92.70

内用薬 1169006M2049 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 107.00

内用薬 1169006M2057 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル ドプスカプセル２００ｍｇ 大日本住友製薬 146.10
内用薬 1169006M2073 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 100.70

内用薬 1169007B1020 塩酸メチキセン １％１ｇ コリンホール散 田辺三菱製薬 21.00
内用薬 1169007B1038 塩酸メチキセン １％１ｇ コリンホール散１％ 田辺三菱製薬 21.00
内用薬 1169007F1048 塩酸メチキセン ２．５ｍｇ１錠 コリンホール錠 田辺三菱製薬 6.90
内用薬 1169007F1099 塩酸メチキセン ２．５ｍｇ１錠 コリンホール錠２．５ｍｇ 田辺三菱製薬 6.90
内用薬 1169008D1025 メシル酸ペルゴリド ０．０２５％１ｇ ペルゴリン顆粒０．０２５％ ダイト 後発品 138.10
内用薬 1169008F1026 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 ペルマックス錠５０μｇ 日本イーライリ

リー
56.40

内用薬 1169008F1034 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 ベセラール錠５０μｇ 大洋薬品工業 後発品 39.40
内用薬 1169008F1050 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠５０μｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 25.00

内用薬 1169008F1069 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 ペルゴリド錠５０μｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 29.80
内用薬 1169008F1077 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠５０μｇ「マイ

ラン」
マイラン製薬 後発品 32.20

内用薬 1169008F2022 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 ペルマックス錠２５０μｇ 日本イーライリ
リー

236.10

内用薬 1169008F2030 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 ベセラール錠２５０μｇ 大洋薬品工業 後発品 162.00
内用薬 1169008F2057 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠２５０μｇ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 130.00

内用薬 1169008F2065 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 ペルゴリド錠２５０μｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 125.10
内用薬 1169008F2073 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠２５０μｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 130.00

内用薬 1169009F1020 塩酸タリペキソール ０．４ｍｇ１錠 ドミン錠０．４ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

166.80

内用薬 1169010F1023 塩酸セレギリン ２．５ｍｇ１錠 エフピー錠２．５ エフピー 332.70
内用薬 1169010F1031 塩酸セレギリン ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 237.40

内用薬 1169010F1040 塩酸セレギリン ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 197.90

内用薬 1169010F1058 塩酸セレギリン ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 216.80

内用薬 1169010F2020 塩酸セレギリン ２．５ｍｇ１錠 エフピーＯＤ錠２．５ エフピー 332.70
内用薬 1169011F1028 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カバサール錠０．２５ｍｇ ファイザー 90.60
内用薬 1169011F1036 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 58.90
内用薬 1169011F1044 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 60.40

内用薬 1169011F1052 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 68.80
内用薬 1169011F1060 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 58.90

内用薬 1169011F1079 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 62.40
内用薬 1169011F1095 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 60.40

内用薬 1169011F1109 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 60.40
内用薬 1169011F2024 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カバサール錠１．０ｍｇ ファイザー 305.70
内用薬 1169011F2032 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 184.40
内用薬 1169011F2040 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 198.70
内用薬 1169011F2059 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 230.70
内用薬 1169011F2067 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 208.50
内用薬 1169011F2075 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 208.50
内用薬 1169011F2091 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 202.20

内用薬 1169011F2105 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 198.70
内用薬 1169012F1022 塩酸プラミペキソール水

和物
０．１２５ｍｇ１錠 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
54.20
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内用薬 1169012F2029 塩酸プラミペキソール水
和物

０．５ｍｇ１錠 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

186.00

内用薬 1169013F1027 塩酸ロピニロール ０．２５ｍｇ１錠 レキップ錠０．２５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

56.80

内用薬 1169013F2023 塩酸ロピニロール １ｍｇ１錠 レキップ錠１ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

196.60

内用薬 1169013F3020 塩酸ロピニロール ２ｍｇ１錠 レキップ錠２ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

365.10

内用薬 1169014F1021 エンタカポン １００ｍｇ１錠 コムタン錠１００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

211.30

内用薬 1169015F1026 ゾニサミド ２５ｍｇ１錠 トレリーフ錠２５ｍｇ 大日本住友製薬 1,084.90
内用薬 1169100F1028 レボドパ・塩酸ベンセラ

ジド
１錠 イーシー・ドパール錠 協和発酵キリン 35.10

内用薬 1169100F1036 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 ネオドパゾール錠 第一三共 39.00

内用薬 1169100F1044 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 マドパー錠 中外製薬 34.10

内用薬 1169100F1052 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 イーシー・ドパール配合錠 協和発酵キリン 35.10

内用薬 1169100F1060 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 ネオドパゾール配合錠 第一三共 39.00

内用薬 1169100F1079 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 マドパー配合錠 中外製薬 34.10

内用薬 1169101F1022 レボドパ・カルビドパ １錠 ネオドパストン錠１００ｍｇ 第一三共 38.70
内用薬 1169101F1049 レボドパ・カルビドパ １錠 メネシット錠１００ 萬有製薬 38.70
内用薬 1169101F1065 レボドパ・カルビドパ １錠 カルコーパ錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 15.10
内用薬 1169101F1090 レボドパ・カルビドパ １錠 レプリントン錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 11.50
内用薬 1169101F1103 レボドパ・カルビドパ １錠 パーキストン錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 11.50
内用薬 1169101F1111 レボドパ・カルビドパ １錠 ドパコール錠１００ｍｇ ダイト 後発品 15.10
内用薬 1169101F1120 レボドパ・カルビドパ １錠 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 第一三共 38.70
内用薬 1169101F1138 レボドパ・カルビドパ １錠 パーキストン配合錠Ｌ１００ 小林化工 後発品 11.50
内用薬 1169101F1146 レボドパ・カルビドパ １錠 メネシット配合錠１００ 萬有製薬 38.70
内用薬 1169101F2029 レボドパ・カルビドパ １錠 ネオドパストン錠２５０ｍｇ 第一三共 97.40
内用薬 1169101F2037 レボドパ・カルビドパ １錠 メネシット錠２５０ 萬有製薬 94.70
内用薬 1169101F2045 レボドパ・カルビドパ １錠 ネオドパストン配合錠Ｌ２５０ 第一三共 97.40
内用薬 1169101F2053 レボドパ・カルビドパ １錠 メネシット配合錠２５０ 萬有製薬 94.70
内用薬 1169101F3025 レボドパ・カルビドパ １錠 ドパコール錠５０ｍｇ ダイト 後発品 7.50
内用薬 1171001F1014 塩酸クロルプロマジン １２．５ｍｇ１錠 局 塩酸クロルプロマジン錠 9.20
内用薬 1171001F2010 塩酸クロルプロマジン ２５ｍｇ１錠 局 塩酸クロルプロマジン錠 9.20
内用薬 1171001F3017 塩酸クロルプロマジン ５０ｍｇ１錠 局 塩酸クロルプロマジン錠 9.20
内用薬 1171001F4013 塩酸クロルプロマジン １００ｍｇ１錠 局 塩酸クロルプロマジン錠 9.20
内用薬 1171005C1024 フェノールフタリン酸ク

ロルプロマジン
１０％１ｇ ウインタミン細粒（１０％） 塩野義製薬 6.90

内用薬 1172004B1030 フェンジゾ酸ペルフェナ
ジン

１％１ｇ ピーゼットシー散１％ 田辺三菱製薬 11.00

内用薬 1172005C1064 プロペリシアジン １０％１ｇ ニューレプチル細粒１０％ 塩野義製薬 52.50
内用薬 1172005D1043 プロペリシアジン １０％１ｇ イリヤキン顆粒１０％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 31.70

内用薬 1172005F1044 プロペリシアジン ５ｍｇ１錠 ニューレプチル錠５ｍｇ 塩野義製薬 5.70
内用薬 1172005F2067 プロペリシアジン １０ｍｇ１錠 ニューレプチル錠１０ｍｇ 塩野義製薬 7.00
内用薬 1172005F3047 プロペリシアジン ２５ｍｇ１錠 ニューレプチル錠２５ｍｇ 塩野義製薬 13.70
内用薬 1172005S1034 プロペリシアジン １％１ｍＬ ニューレプチル内服液１％ 塩野義製薬 15.30
内用薬 1172006F1014 ペルフェナジン ２ｍｇ１錠 局 ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172006F2010 ペルフェナジン ４ｍｇ１錠 局 ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172006F3017 ペルフェナジン ８ｍｇ１錠 局 ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172007B1033 ペルフェナジン １％１ｇ トリラホン散１％ 共和薬品工業 10.50
内用薬 1172008B1038 マレイン酸トリフロペラ

ジン
１％１ｇ トリフロペラジン散１％「ミツビシ」 田辺三菱製薬 22.10

内用薬 1172008F1021 マレイン酸トリフロペラ
ジン

２．５ｍｇ１錠 トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」
（２．５）

田辺三菱製薬 7.40

内用薬 1172008F2028 マレイン酸トリフロペラ
ジン

５ｍｇ１錠 トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」
（５）

田辺三菱製薬 11.40

内用薬 1172009B1032 マレイン酸フルフェナジ
ン

０．２％１ｇ フルメジン散０．２％ 田辺三菱製薬 11.70
内用薬 1172009F1026 マレイン酸フルフェナジ

ン
０．２５ｍｇ１錠 フルメジン糖衣錠（０．２５） 田辺三菱製薬 5.90

内用薬 1172009F2022 マレイン酸フルフェナジ
ン

０．５ｍｇ１錠 フルメジン糖衣錠（０．５） 田辺三菱製薬 5.90
内用薬 1172009F3029 マレイン酸フルフェナジ

ン
１ｍｇ１錠 フルメジン糖衣錠（１） 田辺三菱製薬 7.80

内用薬 1172010F1010 マレイン酸プロクロルペ
ラジン

５ｍｇ１錠 局 マレイン酸プロクロルペラジン錠 9.60

内用薬 1172013F1014 マレイン酸ペルフェナジ
ン

２ｍｇ１錠 局 マレイン酸ペルフェナジン錠 9.20
内用薬 1172013F2010 マレイン酸ペルフェナジ

ン
４ｍｇ１錠 局 マレイン酸ペルフェナジン錠 9.20

内用薬 1172013F3017 マレイン酸ペルフェナジ
ン

８ｍｇ１錠 局 マレイン酸ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172014B1033 マレイン酸レボメプロマ

ジン
１０％１ｇ レボトミン散１０％ 田辺三菱製薬 12.90

内用薬 1172014B2048 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０％１ｇ レボトミン散５０％ 田辺三菱製薬 74.80

内用薬 1172014B2056 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０％１ｇ ヒルナミン散５０％ 塩野義製薬 72.00

内用薬 1172014C1055 マレイン酸レボメプロマ
ジン

１０％１ｇ ヒルナミン細粒１０％ 塩野義製薬 14.40

内用薬 1172014C1063 マレイン酸レボメプロマ
ジン

１０％１ｇ ソフミン細粒１０％ 共和薬品工業 後発品 9.00

内用薬 1172014D1077 マレイン酸レボメプロマ
ジン

１０％１ｇ レボトミン顆粒１０％ 田辺三菱製薬 13.20

内用薬 1172014F1027 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５ｍｇ１錠 ヒルナミン錠（５ｍｇ） 塩野義製薬 5.70

内用薬 1172014F1043 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５ｍｇ１錠 レボトミン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.70
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内用薬 1172014F2023 マレイン酸レボメプロマ
ジン

２５ｍｇ１錠 ソフミン錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1172014F2120 マレイン酸レボメプロマ
ジン

２５ｍｇ１錠 レボトミン錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.70

内用薬 1172014F2139 マレイン酸レボメプロマ
ジン

２５ｍｇ１錠 ヒルナミン錠（２５ｍｇ） 塩野義製薬 5.70

内用薬 1172014F2147 マレイン酸レボメプロマ
ジン

２５ｍｇ１錠 レボホルテ錠２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1172014F3020 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０ｍｇ１錠 ソフミン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1172014F3038 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０ｍｇ１錠 ヒルナミン錠（５０ｍｇ） 塩野義製薬 7.80

内用薬 1172014F3070 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０ｍｇ１錠 レボトミン錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.50

内用薬 1174002F1029 塩酸クロミプラミン １０ｍｇ１錠 アナフラニール錠１０ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

10.30

内用薬 1174002F2025 塩酸クロミプラミン ２５ｍｇ１錠 アナフラニール錠２５ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

21.20

内用薬 1174004F1028 塩酸ロフェプラミン １０ｍｇ１錠 アンプリット錠１０ｍｇ 第一三共 7.80
内用薬 1174004F2024 塩酸ロフェプラミン ２５ｍｇ１錠 アンプリット錠２５ｍｇ 第一三共 19.50
内用薬 1174005B1020 マレイン酸トリミプラミ

ン
１０％１ｇ スルモンチール散１０％ 塩野義製薬 38.40

内用薬 1174005F1022 マレイン酸トリミプラミ
ン

１０ｍｇ１錠 スルモンチール錠１０ｍｇ 塩野義製薬 6.40
内用薬 1174005F2029 マレイン酸トリミプラミ

ン
２５ｍｇ１錠 スルモンチール錠２５ｍｇ 塩野義製薬 11.70

内用薬 1174006F1019 塩酸イミプラミン １０ｍｇ１錠 局 塩酸イミプラミン錠 9.60
内用薬 1174006F2015 塩酸イミプラミン ２５ｍｇ１錠 局 塩酸イミプラミン錠 10.60
内用薬 1179001C1024 アモキサピン １０％１ｇ アモキサン細粒１０％ ワイス 43.90
内用薬 1179001M1020 アモキサピン １０ｍｇ１カプセル アモキサンカプセル１０ｍｇ ワイス 7.40
内用薬 1179001M2026 アモキサピン ２５ｍｇ１カプセル アモキサンカプセル２５ｍｇ ワイス 14.70
内用薬 1179001M3022 アモキサピン ５０ｍｇ１カプセル アモキサンカプセル５０ｍｇ ワイス 24.60
内用薬 1179002F1017 塩酸アミトリプチリン １０ｍｇ１錠 局 塩酸アミトリプチリン錠 9.60
内用薬 1179002F2013 塩酸アミトリプチリン ２５ｍｇ１錠 局 塩酸アミトリプチリン錠 9.60
内用薬 1179002F3010 塩酸アミトリプチリン ５０ｍｇ１錠 局 塩酸アミトリプチリン錠 16.20
内用薬 1179004F1024 塩酸ノルトリプチリン １０ｍｇ１錠 ノリトレン錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 5.80
内用薬 1179004F2039 塩酸ノルトリプチリン ２５ｍｇ１錠 ノリトレン錠２５ｍｇ 大日本住友製薬 11.90
内用薬 1179005F1045 塩酸ヒドロキシジン １０ｍｇ１錠 ジスロン錠 ナガセ医薬品 後発品 5.40
内用薬 1179005F1053 塩酸ヒドロキシジン １０ｍｇ１錠 アタラックス錠１０ｍｇ ファイザー 6.00
内用薬 1179005F2025 塩酸ヒドロキシジン ２５ｍｇ１錠 アタラックス錠２５ｍｇ ファイザー 9.60
内用薬 1179006B1030 塩酸フロロピパミド １０％１ｇ プロピタン散１０％ サンノーバ 30.60
内用薬 1179006F1031 塩酸フロロピパミド ５０ｍｇ１錠 プロピタン錠５０ｍｇ サンノーバ 15.70
内用薬 1179008F1022 塩酸マプロチリン １０ｍｇ１錠 ルジオミール錠１０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
14.10

内用薬 1179008F1030 塩酸マプロチリン １０ｍｇ１錠 クロンモリン錠１０ｍｇ 高田製薬 後発品 7.90
内用薬 1179008F1049 塩酸マプロチリン １０ｍｇ１錠 ノイオミール錠１０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 7.30
内用薬 1179008F1073 塩酸マプロチリン １０ｍｇ１錠 マプロミール錠１０ｍｇ 小林化工 後発品 6.00
内用薬 1179008F2029 塩酸マプロチリン ２５ｍｇ１錠 ルジオミール錠２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
29.00

内用薬 1179008F2037 塩酸マプロチリン ２５ｍｇ１錠 クロンモリン錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 19.70
内用薬 1179008F2045 塩酸マプロチリン ２５ｍｇ１錠 ノイオミール錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 15.60
内用薬 1179008F3025 塩酸マプロチリン ５０ｍｇ１錠 ルジオミール錠５０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
51.30

内用薬 1179008F3033 塩酸マプロチリン ５０ｍｇ１錠 クロンモリン錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 34.90
内用薬 1179008F3041 塩酸マプロチリン ５０ｍｇ１錠 ノイオミール錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 28.10
内用薬 1179009B1025 塩酸メチルフェニデート １％１ｇ １％リタリン散「チバ」 ノバルティス

ファーマ
10.90

内用薬 1179009B1033 塩酸メチルフェニデート １％１ｇ リタリン散１％ ノバルティス
ファーマ

10.90

内用薬 1179009F1027 塩酸メチルフェニデート １０ｍｇ１錠 リタリン錠「チバ」 ノバルティス
ファーマ

10.50

内用薬 1179009F1035 塩酸メチルフェニデート １０ｍｇ１錠 リタリン錠１０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

10.50

内用薬 1179009G1022 塩酸メチルフェニデート １８ｍｇ１錠 コンサータ錠１８ｍｇ ヤンセンファーマ 328.40
内用薬 1179009G2029 塩酸メチルフェニデート ２７ｍｇ１錠 コンサータ錠２７ｍｇ ヤンセンファーマ 363.90
内用薬 1179011B1030 オキシペルチン １０％１ｇ ホーリット散１０％ 第一三共 66.80
内用薬 1179011F1024 オキシペルチン ２０ｍｇ１錠 ホーリット錠２０ｍｇ 第一三共 15.20
内用薬 1179011F2020 オキシペルチン ４０ｍｇ１錠 ホーリット錠４０ｍｇ 第一三共 27.10
内用薬 1179012D1036 クロチアゼパム １０％１ｇ リーゼ顆粒１０％ 田辺三菱製薬 119.50
内用薬 1179012F1029 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 イソクリン糖衣錠５ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 1179012F1053 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 リリフター錠５ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 1179012F1070 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 ナオリーゼ錠５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1179012F1118 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 リーゼ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 7.30
内用薬 1179012F1126 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 リルミン錠５ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1179012F1134 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1179012F2033 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 リーゼ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 13.30
内用薬 1179015B1071 スピペロン ０．３％１ｇ スピロピタン散０．３％ サンノーバ 53.80
内用薬 1179015F1030 スピペロン ０．２５ｍｇ１錠 スピロピタン錠０．２５ｍｇ サンノーバ 6.50
内用薬 1179015F2029 スピペロン １ｍｇ１錠 スピロピタン錠１ｍｇ サンノーバ 19.50
内用薬 1179016F1094 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ（ＴＹＫ） 大正薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179016F1124 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠１００ｍｇ アステラス製薬 20.40
内用薬 1179016F1140 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ミラドール錠１００ バイエル薬品 16.70
内用薬 1179016F1159 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179016F1167 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ベタマック錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.30
内用薬 1179016F1175 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 アビリット錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 19.80
内用薬 1179016F1183 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 1179016F2066 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ（ＴＹＫ） 大正薬品工業 後発品 6.50
内用薬 1179016F2090 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠２００ｍｇ アステラス製薬 28.60
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内用薬 1179016F2112 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 ミラドール錠２００ バイエル薬品 23.40
内用薬 1179016F2120 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.20
内用薬 1179016F2139 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 ベタマック錠２００ｍｇ 沢井製薬 後発品 7.90
内用薬 1179016F2147 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 アビリット錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 27.40
内用薬 1179016F2155 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.50
内用薬 1179017F1030 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 リチオマール錠１００ｍｇ 藤永製薬 後発品 10.90
内用薬 1179017F1048 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠１００「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 6.60
内用薬 1179017F1056 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 リーマス錠１００ 大正製薬 13.60
内用薬 1179017F1064 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.60
内用薬 1179017F2036 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リチオマール錠２００ｍｇ 藤永製薬 後発品 17.40
内用薬 1179017F2044 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 10.30
内用薬 1179017F2052 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リーマス錠２００ 大正製薬 22.60
内用薬 1179017F2060 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.40
内用薬 1179019B1037 パモ酸ヒドロキシジン １０％１ｇ アタラックス－Ｐ散１０％ ファイザー 28.80
内用薬 1179019F1039 パモ酸ヒドロキシジン ２５ｍｇ１錠 ハタナジン錠 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 1179019F1063 パモ酸ヒドロキシジン ２５ｍｇ１錠 ハタナジン錠２５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 1179019M1046 パモ酸ヒドロキシジン ２５ｍｇ１カプセル アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ファイザー 7.00
内用薬 1179019M2034 パモ酸ヒドロキシジン ５０ｍｇ１カプセル アタラックス－Ｐカプセル５０ｍｇ ファイザー 13.10
内用薬 1179019Q1030 パモ酸ヒドロキシジン ０．５％１ｍＬ アタラックス－Ｐシロップ０．５％ ファイザー 3.00
内用薬 1179019R1035 パモ酸ヒドロキシジン ２．５％１ｇ アタラックス－Ｐドライシロップ２．

５％
ファイザー 13.50

内用薬 1179020C1019 ハロペリドール １％１ｇ ハロペリドール１％細粒 後発品 6.20
内用薬 1179020C1183 ハロペリドール １％１ｇ リントン細粒１％ 田辺三菱製薬 後発品 15.10
内用薬 1179020C1191 ハロペリドール １％１ｇ セレネース細粒１％ 大日本住友製薬 51.30
内用薬 1179020C1230 ハロペリドール １％１ｇ ハロステン細粒１％ 塩野義製薬 後発品 16.90
内用薬 1179020C1264 ハロペリドール １％１ｇ ハロペリドール細粒１％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 12.70
内用薬 1179020F1180 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 リントン錠（０．７５ｍｇ） 田辺三菱製薬 後発品 5.90
内用薬 1179020F1198 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 レモナミン錠０．７５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.90
内用薬 1179020F1210 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 セレネース錠０．７５ｍｇ 大日本住友製薬 7.80
内用薬 1179020F1236 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 5.90

内用薬 1179020F2038 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 セレネース錠１ｍｇ 大日本住友製薬 7.80
内用薬 1179020F2046 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロステン錠１ｍｇ 塩野義製薬 後発品 6.00
内用薬 1179020F2089 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 レモナミン錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.90
内用薬 1179020F2097 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 5.90
内用薬 1179020F3069 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 スイロリン錠「１．５」 辰巳化学 後発品 6.00
内用薬 1179020F3239 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 リントン錠（１．５ｍｇ） 田辺三菱製薬 後発品 6.00
内用薬 1179020F3247 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 レモナミン錠１．５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1179020F3255 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 セレネース錠１．５ｍｇ 大日本住友製薬 9.40
内用薬 1179020F3271 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.00
内用薬 1179020F3280 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 6.00

内用薬 1179020F4030 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 ハロステン錠２ｍｇ 塩野義製薬 後発品 6.00
内用薬 1179020F4057 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 リントン錠（２ｍｇ） 田辺三菱製薬 後発品 6.00
内用薬 1179020F4065 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 レモナミン錠２ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.10
内用薬 1179020F5037 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 セレネース錠３ｍｇ 大日本住友製薬 11.20
内用薬 1179020F5100 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 リントン錠（３ｍｇ） 田辺三菱製薬 後発品 6.30
内用薬 1179020F5118 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 レモナミン錠３ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179020F5134 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠３ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.30
内用薬 1179020S1030 ハロペリドール ０．２％１ｍＬ セレネース内服液０．２％ 大日本住友製薬 23.00
内用薬 1179022C1034 ピモジド １％１ｇ オーラップ細粒１％ アステラス製薬 174.00
内用薬 1179022F1022 ピモジド １ｍｇ１錠 オーラップ錠１ｍｇ アステラス製薬 18.90
内用薬 1179022F2029 ピモジド ３ｍｇ１錠 オーラップ錠３ｍｇ アステラス製薬 48.70
内用薬 1179023F1035 ペモリン １０ｍｇ１錠 ベタナミン錠１０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 14.40
内用薬 1179023F2023 ペモリン ２５ｍｇ１錠 ベタナミン錠２５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 33.20
内用薬 1179023F3020 ペモリン ５０ｍｇ１錠 ベタナミン錠５０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 62.90
内用薬 1179024C1033 ゾテピン １０％１ｇ ロドピン細粒１０％ アステラス製薬 90.80
内用薬 1179024C1050 ゾテピン １０％１ｇ メジャピン細粒１０％ 共和薬品工業 後発品 31.00
内用薬 1179024C1068 ゾテピン １０％１ｇ ロシゾピロン細粒１０％ 長生堂製薬 後発品 25.90
内用薬 1179024C1076 ゾテピン １０％１ｇ セトウス細粒１０％ 高田製薬 後発品 54.20
内用薬 1179024C2021 ゾテピン ５０％１ｇ ロドピン細粒５０％ アステラス製薬 332.60
内用薬 1179024C2030 ゾテピン ５０％１ｇ セトウス細粒５０％ 高田製薬 後発品 206.60
内用薬 1179024C2048 ゾテピン ５０％１ｇ メジャピン細粒５０％ 共和薬品工業 後発品 111.60
内用薬 1179024C2056 ゾテピン ５０％１ｇ ロシゾピロン細粒５０％ 長生堂製薬 後発品 94.40
内用薬 1179024F1021 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 セトウス錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 16.00
内用薬 1179024F1030 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロドピン錠２５ｍｇ アステラス製薬 24.60
内用薬 1179024F1056 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 7.30
内用薬 1179024F1064 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 メジャピン錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.00
内用薬 1179024F2028 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 セトウス錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 27.00
内用薬 1179024F2036 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロドピン錠５０ｍｇ アステラス製薬 45.80
内用薬 1179024F2052 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 メジャピン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 13.90
内用薬 1179024F2060 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 13.20
内用薬 1179024F3024 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ロドピン錠１００ｍｇ アステラス製薬 88.90
内用薬 1179024F3032 ゾテピン １００ｍｇ１錠 セトウス錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 47.80
内用薬 1179024F3040 ゾテピン １００ｍｇ１錠 メジャピン錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 24.10
内用薬 1179024F3059 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 23.80
内用薬 1179025C1054 エチゾラム １％１ｇ 局 デパス細粒１％ 田辺三菱製薬 129.70
内用薬 1179025C1062 エチゾラム １％１ｇ 局 セデコパン細粒１％ 長生堂製薬 後発品 29.40
内用薬 1179025F1026 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デパス錠０．５ｍｇ 田辺三菱製薬 9.00
内用薬 1179025F1034 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 アロファルム錠０．５ 日医工ファーマ 後発品 5.80
内用薬 1179025F1042 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチカーム錠０．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 1179025F1050 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチセダン錠０．５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1179025F1077 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 サイラゼパム錠０．５ 日医工ファーマ 後発品 6.00
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内用薬 1179025F1085 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 セデコパン錠０．５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.80
内用薬 1179025F1093 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デゾラム錠０．５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179025F1107 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 カプセーフ錠０．５ｍｇ 大原薬品工業 後発品 5.80
内用薬 1179025F1115 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デムナット錠０．５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.00
内用薬 1179025F1123 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 ノンネルブ錠０．５ 日新製薬（山形） 後発品 6.00
内用薬 1179025F1131 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 パルギン錠０．５ｍｇ 藤永製薬 後発品 6.30
内用薬 1179025F1140 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 メディピース錠０．５ メディサ新薬 後発品 6.30
内用薬 1179025F1166 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 モーズン錠０．５ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.00
内用薬 1179025F1182 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 5.80
内用薬 1179025F1204 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラン錠０．５ｍｇ 小林化工 後発品 6.00
内用薬 1179025F1212 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 グペリース錠０．５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 6.00
内用薬 1179025F2022 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 デパス錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 14.20
内用薬 1179025F2030 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 アロファルム錠１．０ 日医工ファーマ 後発品 6.00
内用薬 1179025F2049 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチカーム錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00
内用薬 1179025F2057 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチセダン錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179025F2065 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 セデコパン錠１ｍｇ 長生堂製薬 後発品 6.00
内用薬 1179025F2073 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 デゾラム錠１ｍｇ 大正薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179025F2081 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 カプセーフ錠１ｍｇ 大原薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1179025F2090 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 パルギン錠１ｍｇ 藤永製薬 後発品 10.00
内用薬 1179025F2103 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 メディピース錠１ メディサ新薬 後発品 6.40
内用薬 1179025F2120 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 サイラゼパム錠１ 日医工ファーマ 後発品 6.40
内用薬 1179026C1040 チミペロン １％１ｇ トロペロン細粒１％ 第一三共 148.60
内用薬 1179026C1059 チミペロン １％１ｇ セルマニル細粒１％ 共和薬品工業 後発品 53.90
内用薬 1179026F1020 チミペロン ０．５ｍｇ１錠 トロペロン錠０．５ｍｇ 第一三共 8.90
内用薬 1179026F2027 チミペロン １ｍｇ１錠 トロペロン錠１ｍｇ 第一三共 16.40
内用薬 1179026F2035 チミペロン １ｍｇ１錠 セルマニル錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 7.30
内用薬 1179026F3023 チミペロン ３ｍｇ１錠 トロペロン錠３ｍｇ 第一三共 44.90
内用薬 1179026F3031 チミペロン ３ｍｇ１錠 セルマニル錠３ｍｇ 共和薬品工業 後発品 19.60
内用薬 1179027F1025 塩酸ドスレピン ２５ｍｇ１錠 プロチアデン錠２５ 科研製薬 13.80
内用薬 1179028C1066 ブロムペリドール １％１ｇ インプロメン細粒１％ ヤンセンファーマ 103.90
内用薬 1179028C1074 ブロムペリドール １％１ｇ ルナプロン細粒１％ 共和薬品工業 後発品 43.40
内用薬 1179028C1082 ブロムペリドール １％１ｇ プリンドリル細粒１％ メディサ新薬 後発品 32.80
内用薬 1179028F1020 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 インプロメン錠１ｍｇ ヤンセンファーマ 11.60
内用薬 1179028F1062 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ルナプロン錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1179028F2026 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 インプロメン錠３ｍｇ ヤンセンファーマ 32.50
内用薬 1179028F2042 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 プリンドリル錠３ メディサ新薬 後発品 12.40
内用薬 1179028F2050 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ルナプロン錠３ｍｇ 共和薬品工業 後発品 12.40
内用薬 1179028F2115 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 メルカイック錠３ｍｇ シオノケミカル 後発品 8.40
内用薬 1179028F2123 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 プリペリドール錠３ｍｇ 陽進堂 後発品 7.60
内用薬 1179028F3022 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 インプロメン錠６ｍｇ ヤンセンファーマ 58.60
内用薬 1179028F3030 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 プリンドリル錠６ メディサ新薬 後発品 20.30
内用薬 1179028F3049 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ルナプロン錠６ｍｇ 共和薬品工業 後発品 23.70
内用薬 1179029F1032 塩酸カルピプラミン ２５ｍｇ１錠 デフェクトン糖衣錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 17.30
内用薬 1179029F2039 塩酸カルピプラミン ５０ｍｇ１錠 デフェクトン糖衣錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 35.00
内用薬 1179030D1050 塩酸クロカプラミン １０％１ｇ クロフェクトン顆粒１０％ 田辺三菱製薬 101.00
内用薬 1179030D1069 塩酸クロカプラミン １０％１ｇ パドラセン顆粒１０％ 共和薬品工業 後発品 41.80
内用薬 1179030F1035 塩酸クロカプラミン １０ｍｇ１錠 クロフェクトン錠１０ｍｇ 全星薬品工業 12.50
内用薬 1179030F2066 塩酸クロカプラミン ２５ｍｇ１錠 クロフェクトン錠２５ｍｇ 全星薬品工業 27.60
内用薬 1179030F3020 塩酸クロカプラミン ５０ｍｇ１錠 クロフェクトン錠５０ｍｇ 全星薬品工業 51.20
内用薬 1179031B1038 マレイン酸カルピプラミ

ン
１０％１ｇ デフェクトン散１０％ 田辺三菱製薬 64.30

内用薬 1179032C1038 塩酸スルトプリド ５０％１ｇ スタドルフ細粒５０％ 共和薬品工業 後発品 34.00
内用薬 1179032C1046 塩酸スルトプリド ５０％１ｇ バルネチール細粒５０％ バイエル薬品 141.30
内用薬 1179032F1026 塩酸スルトプリド ５０ｍｇ１錠 バルネチール錠５０ バイエル薬品 16.30
内用薬 1179032F2022 塩酸スルトプリド １００ｍｇ１錠 バルネチール錠１００ バイエル薬品 30.50
内用薬 1179032F2049 塩酸スルトプリド １００ｍｇ１錠 バチール錠１００ｍｇ 全星薬品工業 後発品 8.90
内用薬 1179032F2057 塩酸スルトプリド １００ｍｇ１錠 スタドルフ錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.90
内用薬 1179032F3029 塩酸スルトプリド ２００ｍｇ１錠 バルネチール錠２００ バイエル薬品 57.40
内用薬 1179032F3045 塩酸スルトプリド ２００ｍｇ１錠 バチール錠２００ｍｇ 全星薬品工業 後発品 14.00
内用薬 1179032F3053 塩酸スルトプリド ２００ｍｇ１錠 スタドルフ錠２００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 14.00
内用薬 1179033F1020 塩酸ミアンセリン １０ｍｇ１錠 テトラミド錠１０ｍｇ シェリング・プラ

ウ
17.20

内用薬 1179033F2027 塩酸ミアンセリン ３０ｍｇ１錠 テトラミド錠３０ｍｇ シェリング・プラ
ウ

48.40

内用薬 1179034F1041 マレイン酸セチプチリン １ｍｇ１錠 ビソプール錠１ｍｇ メディサ新薬 後発品 7.00
内用薬 1179034F1050 マレイン酸セチプチリン １ｍｇ１錠 テシプール錠１ｍｇ 持田製薬 17.90
内用薬 1179035D1029 塩酸モサプラミン １０％１ｇ クレミン顆粒１０％ 田辺三菱製薬 158.70
内用薬 1179035F1020 塩酸モサプラミン １０ｍｇ１錠 クレミン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 18.20
内用薬 1179035F3022 塩酸モサプラミン ２５ｍｇ１錠 クレミン錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 41.90
内用薬 1179035F4029 塩酸モサプラミン ５０ｍｇ１錠 クレミン錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 79.50
内用薬 1179036C1028 ネモナプリド ２％１ｇ エミレース細粒２％ アステラス製薬 137.70
内用薬 1179036F1024 ネモナプリド ３ｍｇ１錠 エミレース錠３ｍｇ アステラス製薬 22.20
内用薬 1179036F2020 ネモナプリド １０ｍｇ１錠 エミレース錠１０ｍｇ アステラス製薬 66.70
内用薬 1179037F1029 塩酸トラゾドン ２５ｍｇ１錠 レスリン錠２５ シェリング・プラ

ウ
20.20

内用薬 1179037F1037 塩酸トラゾドン ２５ｍｇ１錠 デジレル錠２５ ファイザー 20.20
内用薬 1179037F1045 塩酸トラゾドン ２５ｍｇ１錠 アンデプレ錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 9.20
内用薬 1179037F2025 塩酸トラゾドン ５０ｍｇ１錠 レスリン錠５０ シェリング・プラ

ウ
35.60

内用薬 1179037F2033 塩酸トラゾドン ５０ｍｇ１錠 デジレル錠５０ ファイザー 35.60
内用薬 1179037F2041 塩酸トラゾドン ５０ｍｇ１錠 アンデプレ錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 16.10
内用薬 1179038C1027 リスペリドン １％１ｇ リスパダール細粒１％ ヤンセンファーマ 331.00
内用薬 1179038C1035 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 156.30
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