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内用薬 1179038C1043 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 204.60
内用薬 1179038C1051 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 242.60
内用薬 1179038C1060 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 126.00
内用薬 1179038C1078 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 146.20
内用薬 1179038C1086 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 164.50
内用薬 1179038C1094 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 204.60
内用薬 1179038C1108 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 136.10
内用薬 1179038C1116 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「トーワ」 東和薬品 後発品 146.20
内用薬 1179038C1124 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「日医工」 日医工 後発品 218.90
内用薬 1179038C1140 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 218.90
内用薬 1179038C1159 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 180.70
内用薬 1179038C1167 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「タカタ」 高田製薬 後発品 117.90
内用薬 1179038F1023 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスパダール錠１ｍｇ ヤンセンファーマ 37.30
内用薬 1179038F1031 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 16.00
内用薬 1179038F1040 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 21.40
内用薬 1179038F1058 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 17.90
内用薬 1179038F1066 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 17.90
内用薬 1179038F1074 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 14.90
内用薬 1179038F1082 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.00
内用薬 1179038F1090 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.00
内用薬 1179038F1104 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 25.00
内用薬 1179038F1112 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 12.80
内用薬 1179038F1120 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 22.90
内用薬 1179038F1147 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 25.00
内用薬 1179038F1155 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 16.00
内用薬 1179038F1163 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 12.80
内用薬 1179038F1171 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.00
内用薬 1179038F2020 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスパダール錠２ｍｇ ヤンセンファーマ 68.60
内用薬 1179038F2038 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 21.20
内用薬 1179038F2046 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 42.10
内用薬 1179038F2054 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.30
内用薬 1179038F2062 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 23.10
内用薬 1179038F2070 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 30.70
内用薬 1179038F2089 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 42.10
内用薬 1179038F2097 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.30
内用薬 1179038F2100 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 50.80
内用薬 1179038F2119 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 23.10
内用薬 1179038F2127 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.10
内用薬 1179038F2135 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 38.80
内用薬 1179038F2151 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 45.30
内用薬 1179038F2160 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 33.60
内用薬 1179038F2178 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 23.10
内用薬 1179038F3026 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスパダール錠３ｍｇ ヤンセンファーマ 98.50
内用薬 1179038F3034 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 47.60
内用薬 1179038F3042 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 57.30
内用薬 1179038F3050 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 37.30
内用薬 1179038F3069 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 65.50
内用薬 1179038F3077 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 34.30
内用薬 1179038F3085 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 70.50
内用薬 1179038F3093 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 70.50
内用薬 1179038F3107 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 47.60
内用薬 1179038F3115 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 65.50
内用薬 1179038F3123 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 70.50
内用薬 1179038F3131 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 65.50
内用薬 1179038F3140 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 47.60
内用薬 1179038F4022 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 13.80
内用薬 1179038F4030 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 11.20
内用薬 1179038F4049 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ヨシト

ミ」
全星薬品工業 後発品 13.80

内用薬 1179038F5029 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ヤンセンファーマ 37.30
内用薬 1179038F5037 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.00
内用薬 1179038F5045 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 14.90
内用薬 1179038F5053 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 12.80
内用薬 1179038F5061 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.00
内用薬 1179038F6025 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスパダールＯＤ錠２ｍｇ ヤンセンファーマ 68.60
内用薬 1179038F6033 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.30
内用薬 1179038F6041 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 30.70
内用薬 1179038F6050 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 23.10
内用薬 1179038F6068 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.10
内用薬 1179038F7021 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ ヤンセンファーマ 19.80
内用薬 1179038F8028 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 47.60
内用薬 1179038S1021 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ ヤンセンファーマ 109.10
内用薬 1179038S1030 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 61.60

内用薬 1179038S1048 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 67.30

内用薬 1179038S1056 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨ
シトミ」

同仁医薬化工 後発品 80.40

内用薬 1179038S1064 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 58.50

内用薬 1179038S1072 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ
「トーワ」

東和薬品 後発品 68.50

内用薬 1179038S2036 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１
包

リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 37.00
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内用薬 1179038S2044 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１
包

リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 37.00

内用薬 1179038S3024 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 リスペリドン内用液分包１ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 67.40

内用薬 1179038S3040 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 リスペリドン内用液１ｍｇ分包「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 69.50

内用薬 1179038S4039 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 リスペリドン内用液２ｍｇ分包「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 127.70

内用薬 1179038S4047 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 リスペリドン内用液分包２ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 117.60

内用薬 1179038S5027 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 リスペリドン内用液分包３ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 180.60

内用薬 1179039F1028 マレイン酸フルボキサミ
ン

２５ｍｇ１錠 デプロメール錠２５ 明治製菓 42.30
内用薬 1179039F1036 マレイン酸フルボキサミ

ン
２５ｍｇ１錠 ルボックス錠２５ ソルベイ製薬 42.30

内用薬 1179039F2024 マレイン酸フルボキサミ
ン

５０ｍｇ１錠 デプロメール錠５０ 明治製菓 73.60
内用薬 1179039F2032 マレイン酸フルボキサミ

ン
５０ｍｇ１錠 ルボックス錠５０ ソルベイ製薬 73.60

内用薬 1179039F3020 マレイン酸フルボキサミ
ン

７５ｍｇ１錠 デプロメール錠７５ 明治製菓 102.10
内用薬 1179039F3039 マレイン酸フルボキサミ

ン
７５ｍｇ１錠 ルボックス錠７５ ソルベイ製薬 102.10

内用薬 1179040F1039 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

アルフレッサ
ファーマ

後発品 18.30

内用薬 1179040F1047 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 18.90

内用薬 1179040F1055 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 17.60

内用薬 1179040F1063 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｎ
Ｔ」

ニプロジェネファ 後発品 15.30

内用薬 1179040F1071 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 18.30

内用薬 1179040F1080 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 16.90

内用薬 1179040F1098 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 18.90

内用薬 1179040F1101 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 18.30

内用薬 1179040F1110 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 18.90

内用薬 1179040F1128 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 18.90

内用薬 1179040F1136 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 トレドミン錠１５ｍｇ 旭化成ファーマ 26.50
内用薬 1179040F1144 塩酸ミルナシプラン １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 18.00

内用薬 1179040F2035 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

アルフレッサ
ファーマ

後発品 27.60

内用薬 1179040F2043 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 27.60

内用薬 1179040F2051 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 26.30

内用薬 1179040F2060 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｎ
Ｔ」

ニプロジェネファ 後発品 26.30

内用薬 1179040F2078 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 28.30

内用薬 1179040F2086 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 24.90

内用薬 1179040F2094 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 28.30

内用薬 1179040F2108 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 26.30

内用薬 1179040F2116 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 28.30

内用薬 1179040F2124 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 27.60

内用薬 1179040F2132 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 トレドミン錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 39.10
内用薬 1179040F2140 塩酸ミルナシプラン ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 26.80

内用薬 1179040F3023 塩酸ミルナシプラン １２．５ｍｇ１錠 トレドミン錠１２．５ｍｇ 旭化成ファーマ 22.90
内用薬 1179040F4020 塩酸ミルナシプラン ５０ｍｇ１錠 トレドミン錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 66.60
内用薬 1179040F4038 塩酸ミルナシプラン ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 45.90

内用薬 1179041F1025 塩酸パロキセチン水和物 １０ｍｇ１錠 パキシル錠１０ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

114.80

内用薬 1179041F2021 塩酸パロキセチン水和物 ２０ｍｇ１錠 パキシル錠２０ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

201.30

内用薬 1179042C1023 フマル酸クエチアピン ５０％１ｇ セロクエル細粒５０％ アステラス製薬 802.50
内用薬 1179042F1020 フマル酸クエチアピン ２５ｍｇ１錠 セロクエル２５ｍｇ錠 アステラス製薬 47.20
内用薬 1179042F2026 フマル酸クエチアピン １００ｍｇ１錠 セロクエル１００ｍｇ錠 アステラス製薬 165.60
内用薬 1179042F3022 フマル酸クエチアピン ２００ｍｇ１錠 セロクエル２００ｍｇ錠 アステラス製薬 310.90
内用薬 1179043F1032 塩酸ペロスピロン水和物 ４ｍｇ１錠 ルーラン錠４ｍｇ 大日本住友製薬 23.10
内用薬 1179043F2039 塩酸ペロスピロン水和物 ８ｍｇ１錠 ルーラン錠８ｍｇ 大日本住友製薬 43.20
内用薬 1179043F3027 塩酸ペロスピロン水和物 １６ｍｇ１錠 ルーラン錠１６ｍｇ 大日本住友製薬 80.80
内用薬 1179044C1022 オランザピン １％１ｇ ジプレキサ細粒１％ 日本イーライリ

リー
459.10

内用薬 1179044F1029 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 ジプレキサ錠２．５ｍｇ 日本イーライリ
リー

134.60

内用薬 1179044F2025 オランザピン ５ｍｇ１錠 ジプレキサ錠５ｍｇ 日本イーライリ
リー

251.40

内用薬 1179044F3021 オランザピン １０ｍｇ１錠 ジプレキサ錠１０ｍｇ 日本イーライリ
リー

476.90

内用薬 1179044F4028 オランザピン ５ｍｇ１錠 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ 日本イーライリ
リー

251.40
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内用薬 1179044F5024 オランザピン １０ｍｇ１錠 ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ 日本イーライリ
リー

476.90

内用薬 1179045B1021 アリピプラゾール １％１ｇ エビリファイ散１％ 大塚製薬 192.40
内用薬 1179045F1023 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 エビリファイ錠３ｍｇ 大塚製薬 94.40
内用薬 1179045F2020 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 エビリファイ錠６ｍｇ 大塚製薬 179.30
内用薬 1179045F3026 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 エビリファイ錠１２ｍｇ 大塚製薬 340.70
内用薬 1179045S1021 アリピプラゾール ０．１％１ｍＬ エビリファイ内用液０．１％ 大塚製薬 95.40
内用薬 1179046F1028 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ ファイザー 114.60
内用薬 1179046F2024 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠５０ｍｇ ファイザー 200.70
内用薬 1179047F1022 モダフィニル １００ｍｇ１錠 モディオダール錠１００ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
393.00

内用薬 1179048B1025 ブロナンセリン ２％１ｇ ロナセン散２％ 大日本住友製薬 691.80
内用薬 1179048F1027 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ロナセン錠２ｍｇ 大日本住友製薬 76.60
内用薬 1179048F2023 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ロナセン錠４ｍｇ 大日本住友製薬 143.70
内用薬 1179049F1021 クロザピン ２５ｍｇ１錠 クロザリル錠２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
85.30

内用薬 1179049F2028 クロザピン １００ｍｇ１錠 クロザリル錠１００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

300.60

内用薬 1179050M1023 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル ストラテラカプセル５ｍｇ 日本イーライリ
リー

264.90

内用薬 1179050M2020 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル ストラテラカプセル１０ｍｇ 日本イーライリ
リー

315.70

内用薬 1179050M3026 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル ストラテラカプセル２５ｍｇ 日本イーライリ
リー

398.10

内用薬 1179051F1029 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 リフレックス錠１５ｍｇ 明治製菓 169.30
内用薬 1179051F1037 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 レメロン錠１５ｍｇ シェリング・プラ

ウ
169.30

内用薬 1179100F1024 クロルプロマジン・プロ
メタジン

１錠 ベゲタミン錠－Ａ 塩野義製薬 8.20

内用薬 1179100F1032 クロルプロマジン・プロ
メタジン

１錠 ベゲタミン－Ａ配合錠 塩野義製薬 8.20

内用薬 1179101F1029 クロルプロマジン・プロ
メタジン

１錠 ベゲタミン錠－Ｂ 塩野義製薬 6.50

内用薬 1179101F1037 クロルプロマジン・プロ
メタジン

１錠 ベゲタミン－Ｂ配合錠 塩野義製薬 6.50

内用薬 1180101D1029 非ピリン系感冒剤 １ｇ ペレックス１／６顆粒 大鵬薬品工業 6.20
内用薬 1180101D1037 非ピリン系感冒剤 １ｇ 小児用ペレックス配合顆粒 大鵬薬品工業 6.20
内用薬 1180102Q1025 非ピリン系感冒剤 １０ｍＬ ＬＬシロップ 第一三共 19.30
内用薬 1180102Q1068 非ピリン系感冒剤 １０ｍＬ ＬＬ配合シロップ小児用 第一三共 19.30
内用薬 1180105B1026 非ピリン系感冒剤 １ｇ ネオアムノール散 三和化学研究所 6.20
内用薬 1180105B1034 非ピリン系感冒剤 １ｇ ネオアムノール配合散 三和化学研究所 6.20
内用薬 1180105D1027 非ピリン系感冒剤 １ｇ ペレックス顆粒 大鵬薬品工業 6.20
内用薬 1180105D1035 非ピリン系感冒剤 １ｇ ペレックス配合顆粒 大鵬薬品工業 6.20
内用薬 1180107D1026 非ピリン系感冒剤 １ｇ ＰＬ顆粒 塩野義製薬 6.60
内用薬 1180107D1034 非ピリン系感冒剤 １ｇ サラザック顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1180107D1042 非ピリン系感冒剤 １ｇ セラピナ顆粒 シオノケミカル 後発品 6.20
内用薬 1180107D1050 非ピリン系感冒剤 １ｇ トーワチーム顆粒 東和薬品 後発品 6.20
内用薬 1180107D1069 非ピリン系感冒剤 １ｇ ホグス顆粒 大正薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1180107D1077 非ピリン系感冒剤 １ｇ マリキナ顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 1180107D1107 非ピリン系感冒剤 １ｇ サラザック配合顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1180107D1115 非ピリン系感冒剤 １ｇ セラピナ配合顆粒 シオノケミカル 後発品 6.20
内用薬 1180107D1123 非ピリン系感冒剤 １ｇ トーワチーム配合顆粒 東和薬品 後発品 6.20
内用薬 1180107D1131 非ピリン系感冒剤 １ｇ ＰＬ配合顆粒 塩野義製薬 6.60
内用薬 1180107D1140 非ピリン系感冒剤 １ｇ ホグス配合顆粒 大正薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1180107D1158 非ピリン系感冒剤 １ｇ マリキナ配合顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 1180108D1020 非ピリン系感冒剤 １ｇ 幼児用ＰＬ顆粒 塩野義製薬 6.50
内用薬 1180108D1039 非ピリン系感冒剤 １ｇ 幼児用ＰＬ配合顆粒 塩野義製薬 6.50
内用薬 1180109F1026 非ピリン系感冒剤 １錠 ピーエイ錠 全星薬品工業 後発品 4.60
内用薬 1180109F1034 非ピリン系感冒剤 １錠 ピーエイ配合錠 全星薬品工業 後発品 4.60
内用薬 1190004C1017 塩酸チアプリド １０％１ｇ 塩酸チアプリド１０％細粒 後発品 15.80
内用薬 1190004C1025 塩酸チアプリド １０％１ｇ グラマリール細粒１０％ アステラス製薬 101.10
内用薬 1190004C1076 塩酸チアプリド １０％１ｇ チアプリム細粒１０％ メディサ新薬 後発品 24.40
内用薬 1190004F1021 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 グラマリール錠２５ｍｇ アステラス製薬 27.80
内用薬 1190004F1030 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 局 フルジサール錠２５ 日医工ファーマ 後発品 7.70
内用薬 1190004F1056 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 グリノラート錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1190004F1064 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 局 チアリール錠２５ ダイト 後発品 7.40
内用薬 1190004F1080 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 局 ノイリラーク錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1190004F1099 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 チアラリード錠２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 1190004F1102 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 局 ボインリール錠２５ 日新製薬（山形） 後発品 6.00
内用薬 1190004F1129 塩酸チアプリド ２５ｍｇ１錠 局 チアプリム錠２５ メディサ新薬 後発品 7.80
内用薬 1190004F2010 塩酸チアプリド ５０ｍｇ１錠 塩酸チアプリド５０ｍｇ錠 後発品 7.20
内用薬 1190004F2028 塩酸チアプリド ５０ｍｇ１錠 グラマリール錠５０ｍｇ アステラス製薬 52.30
内用薬 1190004F2036 塩酸チアプリド ５０ｍｇ１錠 局 フルジサール錠５０ 日医工ファーマ 後発品 13.00
内用薬 1190004F2060 塩酸チアプリド ５０ｍｇ１錠 局 チアリール錠５０ ダイト 後発品 12.20
内用薬 1190004F2095 塩酸チアプリド ５０ｍｇ１錠 チアプリム錠５０ メディサ新薬 後発品 12.20
内用薬 1190008F1020 マジンドール ０．５ｍｇ１錠 サノレックス錠０．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
203.50

内用薬 1190010F1027 テルグリド ０．５ｍｇ１錠 テルロン錠０．５ バイエル薬品 149.60
内用薬 1190010F1035 テルグリド ０．５ｍｇ１錠 テルグリド錠０．５「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 102.00
内用薬 1190011F1021 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルテック錠５０ サノフィ・アベン

ティス
1,701.50

内用薬 1190012C1020 塩酸ドネペジル ０．５％１ｇ アリセプト細粒０．５％ エーザイ 404.80
内用薬 1190012F1026 塩酸ドネペジル ３ｍｇ１錠 アリセプト錠３ｍｇ エーザイ 286.50
内用薬 1190012F2022 塩酸ドネペジル ５ｍｇ１錠 アリセプト錠５ｍｇ エーザイ 427.50
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内用薬 1190012F3029 塩酸ドネペジル ３ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠３ｍｇ エーザイ 286.50
内用薬 1190012F4025 塩酸ドネペジル ５ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠５ｍｇ エーザイ 427.50
内用薬 1190012F5021 塩酸ドネペジル １０ｍｇ１錠 アリセプト錠１０ｍｇ エーザイ 764.00
内用薬 1190012F6028 塩酸ドネペジル １０ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠１０ｍｇ エーザイ 764.00
内用薬 1190012Q1027 塩酸ドネペジル ３ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー３ｍｇ エーザイ 280.30
内用薬 1190012Q2023 塩酸ドネペジル ５ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー５ｍｇ エーザイ 427.50
内用薬 1190012Q3020 塩酸ドネペジル １０ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー１０ｍｇ エーザイ 764.00
内用薬 1190013S1037 ピラセタム ３３．３％１ｍＬ ミオカーム内服液　３３．３％ ユーシービージャ

パン
30.50

内用薬 1190014F1025 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 セレジスト錠５ 田辺三菱製薬 1,178.90
内用薬 1190014F2021 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 セレジストＯＤ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 1,178.90
内用薬 1190015M1029 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセル レミッチカプセル２．５μｇ 東レ 1,745.10
内用薬 1212001X1014 アミノ安息香酸エチル １ｇ 局 アミノ安息香酸エチル 9.00
内用薬 1212001X1057 アミノ安息香酸エチル １ｇ 局 アミノ安息香酸エチル「ケンエー」 健栄製薬 9.40
内用薬 1212001X1170 アミノ安息香酸エチル １ｇ 局 アミノ安息香酸エチル原末「マルイ

シ」
丸石製薬 9.40

内用薬 1214001Q1022 塩酸リドカイン ２％１ｇ メドカイン内用ゼリー２％ メドレックス 後発品 5.00
内用薬 1214001S1038 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ アネトカインビスカス２％ 小林化工 後発品 4.80
内用薬 1214001S1046 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ パートランビスカス２％ 日新製薬（山形） 後発品 4.80
内用薬 1214001S1054 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ キシロカインビスカス２％ アストラゼネカ 6.10
内用薬 1219002D1048 オキセサゼイン ５％１ｇ ストロカイン顆粒５％ サンノーバ 38.20
内用薬 1219002F1065 オキセサゼイン ５ｍｇ１錠 ストロカイン錠５ｍｇ サンノーバ 6.00
内用薬 1219003D1034 ピペリジノアセチルアミ

ノ安息香酸エチル
２０％１ｇ ニチカイン顆粒２０％ 日医工 後発品 6.20

内用薬 1219003F1043 ピペリジノアセチルアミ
ノ安息香酸エチル

１００ｍｇ１錠 スルカイン錠１００ｍｇ 日本新薬 5.80

内用薬 1219003F1051 ピペリジノアセチルアミ
ノ安息香酸エチル

１００ｍｇ１錠 ニチカイン錠１００ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 1222001F1074 クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠 スラックシン錠 イセイ 後発品 5.40
内用薬 1222001F1104 クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠 スラックシン錠２００ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 1225001F1106 カルバミン酸クロルフェ

ネシン
１２５ｍｇ１錠 局 コリクール錠１２５ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F1114 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

１２５ｍｇ１錠 局 リンラキサー錠１２５ｍｇ 大正製薬 10.90

内用薬 1225001F1122 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

１２５ｍｇ１錠 局 スールキット錠１２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F2030 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 カルソント錠「２５０」 辰巳化学 後発品 6.20

内用薬 1225001F2099 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 スールキット錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F2226 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 コリクール錠２５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F2234 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 コリスパー錠２５０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1225001F2250 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 リンラキサー錠２５０ｍｇ 大正製薬 18.20

内用薬 1225003D1031 メトカルバモール ９０％１ｇ ロバキシン顆粒９０％ あすか製薬 17.70
内用薬 1229002M1036 ダントロレンナトリウム ２５ｍｇ１カプセル ダントリウムカプセル２５ｍｇ アステラス製薬 26.10
内用薬 1229002M2032 ダントロレンナトリウム ５０ｍｇ１カプセル ダントリウムカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 53.80
内用薬 1229003F2100 メシル酸プリジノール ４ｍｇ１錠 ロイマカーン錠 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1229003F2127 メシル酸プリジノール ４ｍｇ１錠 ロキシーン錠４ｍｇ 東菱薬品工業 5.60
内用薬 1231001F1030 塩化アンベノニウム １０ｍｇ１錠 マイテラーゼ錠１０ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
24.00

内用薬 1231004B1067 塩化ベタネコール ５％１ｇ ベサコリン散５％ サンノーバ 15.60
内用薬 1231008F1032 臭化プロパンテリン １５ｍｇ１錠 プロ・バンサイン錠１５ｍｇ ファイザー 11.90
内用薬 1231009F1088 臭化メペンゾラート ７．５ｍｇ１錠 トランコロン錠７．５ｍｇ アステラス製薬 5.80
内用薬 1231009F1096 臭化メペンゾラート ７．５ｍｇ１錠 アテネコリン－Ｍ錠７．５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1231010M1020 ナパジシル酸アクラトニ

ウム
２５ｍｇ１カプセル アボビスカプセル２５ 富山化学工業 6.00

内用薬 1231010M2027 ナパジシル酸アクラトニ
ウム

５０ｍｇ１カプセル アボビスカプセル５０ 富山化学工業 9.50

内用薬 1231011D1025 ヨウ化オキサピウム ２％１ｇ エスパレキサン顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1231011D1041 ヨウ化オキサピウム ２％１ｇ エスパレキサン顆粒２％ 大洋薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1231011F1034 ヨウ化オキサピウム １０ｍｇ１錠 エスパレキサン錠１０ 大洋薬品工業 後発品 5.40
内用薬 1231011F1093 ヨウ化オキサピウム １０ｍｇ１錠 エスペラン錠１０ｍｇ 富山化学工業 5.60
内用薬 1231011F1107 ヨウ化オキサピウム １０ｍｇ１錠 アリプロイド錠１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.40
内用薬 1231013D1067 臭化チキジウム ２％１ｇ チアトン顆粒２％ アボットジャパン 32.90
内用薬 1231013D1075 臭化チキジウム ２％１ｇ チアメロン顆粒２％ 鶴原製薬 後発品 12.90
内用薬 1231013M1032 臭化チキジウム ５ｍｇ１カプセル アスポーラカプセル５ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 1231013M1040 臭化チキジウム ５ｍｇ１カプセル チアトンカプセル５ｍｇ アボットジャパン 9.90
内用薬 1231013M2039 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル チワンカプセル１０ 沢井製薬 後発品 7.40
内用薬 1231013M2047 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル アスポーラカプセル１０ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 1231013M2055 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル アドバストンカプセル１０ 大洋薬品工業 後発品 6.50
内用薬 1231013M2110 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル チアメロンカプセル１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.10
内用薬 1231013M2179 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル チアトンカプセル１０ｍｇ アボットジャパン 16.10
内用薬 1231013M2187 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル チアパストンカプセル１０ｍｇ 東和薬品 後発品 6.10
内用薬 1231014F1011 臭化ジスチグミン ５ｍｇ１錠 局 臭化ジスチグミン錠 13.00
内用薬 1231014F1054 臭化ジスチグミン ５ｍｇ１錠 局 ウブレチド錠５ｍｇ 鳥居薬品 22.10
内用薬 1231014F1070 臭化ジスチグミン ５ｍｇ１錠 局 ジスチグミン臭化物錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 14.80

内用薬 1233001B1025 臭化ネオスチグミン ０．５％１ｇ ワゴスチグミン散（０．５％） 塩野義製薬 16.60
内用薬 1239003F1046 臭化ピリドスチグミン ６０ｍｇ１錠 メスチノン錠６０ｍｇ 共和薬品工業 28.60
内用薬 1239100D1023 ピペリジノアセチルアミ

ノ安息香酸エチル配合剤
２０％１ｇ スルカイン顆粒 日本新薬 9.30

内用薬 1239100D1031 ピペリジノアセチルアミ
ノ安息香酸エチル配合剤

２０％１ｇ スルカイン配合顆粒 日本新薬 9.30
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内用薬 1239101F1029 臭化メペンゾラート・
フェノバルビタール

１錠 トランコロンＰ錠 アステラス製薬 5.90

内用薬 1239101F1037 臭化メペンゾラート・
フェノバルビタール

１錠 トランコロンＰ配合錠 アステラス製薬 5.90

内用薬 1242002F1055 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 Ｃ、Ｂ、スコポラ錠 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 1242002F1225 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブチスコ錠 小林化工 後発品 5.40
内用薬 1242002F1233 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブチブロン錠 日新製薬（山形） 後発品 5.40
内用薬 1242002F1322 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブスコム錠１０ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.40
内用薬 1242002F1330 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブスコパン錠１０ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
7.60

内用薬 1242002F1349 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブスフォリロン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40
内用薬 1242002F1357 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 リラダン錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 1242002F1365 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブチブロン錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.40
内用薬 1242003D1032 臭化ブトロピウム ２％１ｇ コリオパン顆粒２％ エーザイ 28.90
内用薬 1242003F2021 臭化ブトロピウム １０ｍｇ１錠 コリオパン錠１０ｍｇ エーザイ 16.80
内用薬 1242003F2030 臭化ブトロピウム １０ｍｇ１錠 ブトロパン錠１０ 大洋薬品工業 後発品 6.10
内用薬 1242003M1040 臭化ブトロピウム ５ｍｇ１カプセル コリオパンカプセル５ｍｇ エーザイ 9.90
内用薬 1242006F1088 メチル硫酸Ｎ－メチルス

コポラミン
１ｍｇ１錠 クインロン錠１ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 1242006F1096 メチル硫酸Ｎ－メチルス
コポラミン

１ｍｇ１錠 ダイピン錠１ｍｇ 第一三共 7.70

内用薬 1242008X1015 硫酸アトロピン １ｇ 局 硫酸アトロピン 837.00
内用薬 1242008X1058 硫酸アトロピン １ｇ 局 硫酸アトロピン「ホエイ」 マイラン製薬 869.40
内用薬 1243001X1010 塩酸パパベリン １ｇ 局 塩酸パパベリン 46.90
内用薬 1243002B1140 塩酸パパベリン １０％１ｇ １０％塩パパ散「ヨシダ」 吉田製薬 6.30
内用薬 1243002B1166 塩酸パパベリン １０％１ｇ 塩酸パパベリン散１０％「マルイシ」 丸石製薬 6.20
内用薬 1243002B1182 塩酸パパベリン １０％１ｇ 塩酸パパベリン散１０％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 6.20
内用薬 1249003D1041 塩酸トルペリゾン １０％１ｇ ムスカルム顆粒１００ｍｇ／ｇ 日本化薬 15.00
内用薬 1249003F1182 塩酸トルペリゾン ５０ｍｇ１錠 ベスノリン錠 寿製薬 後発品 5.40
内用薬 1249003F1298 塩酸トルペリゾン ５０ｍｇ１錠 ムスカルム錠５０ｍｇ 日本化薬 10.30
内用薬 1249003F1301 塩酸トルペリゾン ５０ｍｇ１錠 ベスノリン錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 5.40
内用薬 1249003F2243 塩酸トルペリゾン １００ｍｇ１錠 ニチペリゾン錠１００ 日新製薬（山形） 後発品 5.40
内用薬 1249003F2260 塩酸トルペリゾン １００ｍｇ１錠 ベスノリンＦ錠 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 1249003F2375 塩酸トルペリゾン １００ｍｇ１錠 ムスカルム錠１００ｍｇ 日本化薬 10.70
内用薬 1249003F2383 塩酸トルペリゾン １００ｍｇ１錠 ベスノリン錠１００ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 1249004F1080 塩酸ピペリドレート ５０ｍｇ１錠 ダクチル錠５０ｍｇ キッセイ薬品工業 7.20
内用薬 1249004F1098 塩酸ピペリドレート ５０ｍｇ１錠 ダクチラン錠５０ｍｇ 杏林製薬 後発品 6.80
内用薬 1249005C1037 臭化チメピジウム ６％１ｇ セスデン細粒６％ 田辺三菱製薬 31.90
内用薬 1249005F1050 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 タイピジウム錠 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1249005F1076 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 コリリック錠３０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.90
内用薬 1249005F1084 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 ソピタム錠３０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1249005F1092 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 ゼスン錠３０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1249005F1106 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 セスジウム錠３０ｍｇ サンド 後発品 5.90
内用薬 1249005M1083 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１カプセル セスデンカプセル３０ｍｇ 田辺三菱製薬 15.70
内用薬 1249005M1091 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１カプセル ロイセルチンカプセル３０ｍｇ 日医工 後発品 5.80
内用薬 1249006F1011 バクロフェン ５ｍｇ１錠 局 バクロフェン錠 19.90
内用薬 1249006F2018 バクロフェン １０ｍｇ１錠 局 バクロフェン錠 33.20
内用薬 1249007F1032 フロプロピオン ４０ｍｇ１錠 コスパノン錠４０ｍｇ エーザイ 8.00
内用薬 1249007F2020 フロプロピオン ８０ｍｇ１錠 コスパノン錠８０ｍｇ エーザイ 13.00
内用薬 1249007M1023 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 エフタノン イセイ 後発品 6.00
内用薬 1249007M1198 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 バイラップ「カプセル」 ニプロファーマ 後発品 6.00
内用薬 1249007M1252 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 コスパノンカプセル４０ｍｇ エーザイ 9.00
内用薬 1249007M1260 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 フロプロピオンカプセル４０ｍｇ「日

医工」
日医工 後発品 6.00

内用薬 1249008F1100 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 オシアット錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 8.50
内用薬 1249008F1185 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 アイロメート錠２０ｍｇ 沢井製薬 後発品 9.30
内用薬 1249008F1193 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 アロストーワ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 8.50
内用薬 1249008F1207 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 アナポレット錠２０ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 7.60
内用薬 1249008F1215 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 アロフト錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 25.80
内用薬 1249008F1223 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 アンメトロン錠２０ｍｇ 辰巳化学 後発品 8.50
内用薬 1249008F1231 アフロクァロン ２０ｍｇ１錠 アフロゾン錠２０ｍｇ 小林化工 後発品 8.70
内用薬 1249009D1014 塩酸エペリゾン １０％１ｇ 塩酸エペリゾン１０％顆粒 後発品 9.60
内用薬 1249009D1030 塩酸エペリゾン １０％１ｇ ミオナール顆粒１０％ エーザイ 49.70
内用薬 1249009F1023 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 アチネス錠５０ あすか製薬 後発品 10.10
内用薬 1249009F1031 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エペソ錠５０ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 1249009F1040 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エペナルド錠５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1249009F1058 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エボントン錠「５０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1249009F1090 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 ミオナール錠５０ｍｇ エーザイ 21.20
内用薬 1249009F1287 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エペリッサー錠５０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 1249009F1295 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 トルミナール錠５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1249009F1309 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エペル錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1249009F1317 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 サンバゾン錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 5.60
内用薬 1249009F1325 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エンボイ錠５０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.60

内用薬 1249009F1333 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 ミオナベース錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 1249009F1341 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 ミオリラーク錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1249009F1350 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 リンプラール錠５０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 1249009F1368 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 エペリナール錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1249009F1376 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 ミオペリゾン錠５０ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 1249009F1384 塩酸エペリゾン ５０ｍｇ１錠 ホマライト錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 1249010D1025 塩酸チザニジン ０．２％１ｇ テルネリン顆粒０．２％ ノバルティス

ファーマ
41.70

内用薬 1249010D1050 塩酸チザニジン ０．２％１ｇ チザニン顆粒０．２％ 日医工 後発品 14.20
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