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内用薬 2149025N1034 塩酸カルテオロール １５ｍｇ１カプセル ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ 大塚製薬 78.40
内用薬 2149026F1026 メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 カルデナリン錠０．５ｍｇ ファイザー 21.80
内用薬 2149026F1034 メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 カルバドゲン錠０．５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 12.00
内用薬 2149026F1042 メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 タツゾシン錠０．５ｍｇ 辰巳化学 後発品 9.10
内用薬 2149026F1050 メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 9.40
内用薬 2149026F1069 メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠０．５「ＭＥ

ＥＫ」
小林化工 後発品 11.00

内用薬 2149026F2022 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 カルデナリン錠１ｍｇ ファイザー 35.50
内用薬 2149026F2030 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 アルフロシン錠１ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 11.10
内用薬 2149026F2049 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 カズマリン錠１ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 17.40
内用薬 2149026F2057 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 カデメシン錠１ｍｇ 沢井製薬 後発品 17.40
内用薬 2149026F2065 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 カルバドゲン錠１ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 13.80
内用薬 2149026F2073 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 カルメゾシン錠１ｍｇ 長生堂製薬 後発品 13.80
内用薬 2149026F2081 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 タツゾシン錠１ｍｇ 辰巳化学 後発品 9.10
内用薬 2149026F2090 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 ドキサゾン錠１ｍｇ 日医工 後発品 17.40
内用薬 2149026F2103 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 ドナシン錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 18.20
内用薬 2149026F2120 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠１「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 18.20

内用薬 2149026F2138 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠ＹＤ１ｍｇ 陽進堂 後発品 13.80
内用薬 2149026F2146 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 カルドナン錠１ｍｇ メディサ新薬 後発品 26.20
内用薬 2149026F2162 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 ドキサゾシンＭ錠１「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 18.20
内用薬 2149026F2170 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 11.10
内用薬 2149026F2189 メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.80
内用薬 2149026F3029 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 カルデナリン錠２ｍｇ ファイザー 64.60
内用薬 2149026F3037 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 アルフロシン錠２ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 19.20
内用薬 2149026F3045 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 カズマリン錠２ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 30.20
内用薬 2149026F3053 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 カデメシン錠２ｍｇ 沢井製薬 後発品 30.20
内用薬 2149026F3061 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 カルバドゲン錠２ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 23.80
内用薬 2149026F3070 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 カルメゾシン錠２ｍｇ 長生堂製薬 後発品 22.60
内用薬 2149026F3088 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 タツゾシン錠２ｍｇ 辰巳化学 後発品 16.50
内用薬 2149026F3096 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 ドキサゾン錠２ｍｇ 日医工 後発品 31.70
内用薬 2149026F3100 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 ドナシン錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 36.60
内用薬 2149026F3126 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠２「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 38.30

内用薬 2149026F3134 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠ＹＤ２ｍｇ 陽進堂 後発品 26.80
内用薬 2149026F3142 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 カルドナン錠２ｍｇ メディサ新薬 後発品 47.00
内用薬 2149026F3169 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンＭ錠２「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 36.60
内用薬 2149026F3177 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 19.20
内用薬 2149026F3185 メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 26.80
内用薬 2149026F4025 メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 カルデナリン錠４ｍｇ ファイザー 122.90
内用薬 2149026F4033 メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 カルバドゲン錠４ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 63.80
内用薬 2149026F4041 メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 タツゾシン錠４ｍｇ 辰巳化学 後発品 34.10
内用薬 2149026F4050 メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 39.30
内用薬 2149026F4068 メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠４「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 85.40

内用薬 2149027F1020 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 カルスロット錠５ 武田薬品工業 24.90
内用薬 2149027F1039 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニカロット錠５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 9.60
内用薬 2149027F1047 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 塩酸マニジピン錠５「タツミ」 辰巳化学 後発品 9.60
内用薬 2149027F1055 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 カオルトーン錠５ 日新製薬（山形） 後発品 9.90
内用薬 2149027F1063 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 カルバジン錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 12.90
内用薬 2149027F1071 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 ジムロスト錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 11.10
内用薬 2149027F1080 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 ビロスビット錠５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 11.40
内用薬 2149027F1098 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニジップ錠５ｍｇ 日医工 後発品 11.00
内用薬 2149027F1101 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2149027F1110 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニジロット錠５ｍｇ 陽進堂 後発品 10.50
内用薬 2149027F2027 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 カルスロット錠１０ 武田薬品工業 37.60
内用薬 2149027F2035 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 カオルトーン錠１０ 日新製薬（山形） 後発品 14.60
内用薬 2149027F2043 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 カルエット錠１０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 15.70

内用薬 2149027F2051 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 カルバジン錠１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 21.80
内用薬 2149027F2060 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 カンセリン錠１０ 大洋薬品工業 後発品 14.60
内用薬 2149027F2078 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 ジムロスト錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 19.30
内用薬 2149027F2086 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 ビロスビット錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 15.70
内用薬 2149027F2094 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニカロット錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 14.60
内用薬 2149027F2108 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニジップ錠１０ 日医工 後発品 16.90
内用薬 2149027F2116 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニジロット錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 16.90
内用薬 2149027F2124 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 塩酸マニジピン錠１０「タツミ」 辰巳化学 後発品 11.90
内用薬 2149027F2132 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 14.60

内用薬 2149027F3023 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 カルスロット錠２０ 武田薬品工業 73.80
内用薬 2149027F3031 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 カオルトーン錠２０ 日新製薬（山形） 後発品 24.20
内用薬 2149027F3040 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 カルエット錠２０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 34.10

内用薬 2149027F3058 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 カルバジン錠２０ｍｇ 沢井製薬 後発品 40.90
内用薬 2149027F3066 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 カンセリン錠２０ 大洋薬品工業 後発品 26.70
内用薬 2149027F3074 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 ジムロスト錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 37.90
内用薬 2149027F3082 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 ビロスビット錠２０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 26.70
内用薬 2149027F3090 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニカロット錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 26.70
内用薬 2149027F3104 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニジップ錠２０ 日医工 後発品 30.20
内用薬 2149027F3112 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニジロット錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 30.20
内用薬 2149027F3120 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 塩酸マニジピン錠２０「タツミ」 辰巳化学 後発品 16.90
内用薬 2149027F3139 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 26.70

内用薬 2149028F1033 塩酸チリソロール １０ｍｇ１錠 セレカル錠１０ 富山化学工業 92.00
内用薬 2149029F1011 塩酸セリプロロール １００ｍｇ１錠 塩酸セリプロロール１００ｍｇ錠 後発品 15.10
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内用薬 2149029F1020 塩酸セリプロロール １００ｍｇ１錠 セレクトール錠１００ｍｇ 日本新薬 76.40
内用薬 2149029F1038 塩酸セリプロロール １００ｍｇ１錠 スロンタクス錠１００ 東和薬品 後発品 20.00
内用薬 2149029F1046 塩酸セリプロロール １００ｍｇ１錠 セプロブロック錠１００ 日医工 後発品 26.90
内用薬 2149029F1062 塩酸セリプロロール １００ｍｇ１錠 セレプトロール錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 16.70
内用薬 2149029F1070 塩酸セリプロロール １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ

「タナベ」
長生堂製薬 後発品 16.70

内用薬 2149029F2018 塩酸セリプロロール ２００ｍｇ１錠 塩酸セリプロロール２００ｍｇ錠 後発品 26.20
内用薬 2149029F2026 塩酸セリプロロール ２００ｍｇ１錠 セレクトール錠２００ｍｇ 日本新薬 139.30
内用薬 2149029F2034 塩酸セリプロロール ２００ｍｇ１錠 スロンタクス錠２００ 東和薬品 後発品 34.50
内用薬 2149029F2042 塩酸セリプロロール ２００ｍｇ１錠 セプロブロック錠２００ 日医工 後発品 42.10
内用薬 2149029F2050 塩酸セリプロロール ２００ｍｇ１錠 セルトップ錠２００ 大洋薬品工業 後発品 28.40
内用薬 2149030N1027 塩酸バルニジピン ５ｍｇ１カプセル ヒポカ５ｍｇカプセル アステラス製薬 37.40
内用薬 2149030N2023 塩酸バルニジピン １０ｍｇ１カプセル ヒポカ１０ｍｇカプセル アステラス製薬 60.30
内用薬 2149030N3020 塩酸バルニジピン １５ｍｇ１カプセル ヒポカ１５ｍｇカプセル アステラス製薬 87.40
内用薬 2149031F1027 塩酸ベタキソロール ５ｍｇ１錠 ケルロング錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 75.60
内用薬 2149031F1035 塩酸ベタキソロール ５ｍｇ１錠 アロング錠５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 24.90
内用薬 2149031F1043 塩酸ベタキソロール ５ｍｇ１錠 ベタキール錠５ メディサ新薬 後発品 34.70
内用薬 2149031F1051 塩酸ベタキソロール ５ｍｇ１錠 ケフナン錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 38.10
内用薬 2149031F2023 塩酸ベタキソロール １０ｍｇ１錠 ケルロング錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 143.50
内用薬 2149031F2031 塩酸ベタキソロール １０ｍｇ１錠 タルロング錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 39.50
内用薬 2149031F2040 塩酸ベタキソロール １０ｍｇ１錠 アロング錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 36.90
内用薬 2149031F2066 塩酸ベタキソロール １０ｍｇ１錠 ベタキール錠１０ メディサ新薬 後発品 64.40
内用薬 2149031F2074 塩酸ベタキソロール １０ｍｇ１錠 ケフナン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 72.80
内用薬 2149032F1021 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アーチスト錠１０ｍｇ 第一三共 75.30
内用薬 2149032F1030 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アーチワン錠１０ 沢井製薬 後発品 37.50
内用薬 2149032F1048 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アニスト錠１０ 東和薬品 後発品 39.90
内用薬 2149032F1056 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アテノート錠１０ 大洋薬品工業 後発品 29.80
内用薬 2149032F1064 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 後発品 29.80
内用薬 2149032F1072 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０「タツミ」 辰巳化学 後発品 29.80
内用薬 2149032F2028 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アーチスト錠２０ｍｇ 第一三共 145.80
内用薬 2149032F2036 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アーチワン錠２０ 沢井製薬 後発品 71.40
内用薬 2149032F2044 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アニスト錠２０ 東和薬品 後発品 71.40
内用薬 2149032F2052 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アテノート錠２０ 大洋薬品工業 後発品 50.10
内用薬 2149032F2060 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 後発品 59.60
内用薬 2149032F2079 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０「タツミ」 辰巳化学 後発品 53.90
内用薬 2149032F3024 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 アーチスト錠１．２５ｍｇ 第一三共 19.30
内用薬 2149032F4020 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 アーチスト錠２．５ｍｇ 第一三共 32.00
内用薬 2149033F1026 マロン酸ボピンドロール ０．５ｍｇ１錠 サンドノーム錠０．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
92.70

内用薬 2149033F2022 マロン酸ボピンドロール １ｍｇ１錠 サンドノーム錠１ｍｇ ノバルティス
ファーマ

126.20

内用薬 2149034F1020 塩酸エホニジピン １０ｍｇ１錠 ランデル錠１０ 日産化学工業 22.10
内用薬 2149034F2027 塩酸エホニジピン ２０ｍｇ１錠 ランデル錠２０ 日産化学工業 38.30
内用薬 2149034F3023 塩酸エホニジピン ４０ｍｇ１錠 ランデル錠４０ 日産化学工業 71.70
内用薬 2149035F1025 フェロジピン ２．５ｍｇ１錠 スプレンジール錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 20.90
内用薬 2149035F1033 フェロジピン ２．５ｍｇ１錠 ムノバール２．５ｍｇ錠 サノフィ・アベン

ティス
20.90

内用薬 2149035F1041 フェロジピン ２．５ｍｇ１錠 カトラジール錠２．５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 10.30
内用薬 2149035F2021 フェロジピン ５ｍｇ１錠 スプレンジール錠５ｍｇ アストラゼネカ 35.90
内用薬 2149035F2030 フェロジピン ５ｍｇ１錠 ムノバール５ｍｇ錠 サノフィ・アベン

ティス
35.90

内用薬 2149035F2048 フェロジピン ５ｍｇ１錠 カトラジール錠５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 20.20
内用薬 2149036F1020 塩酸ベバントロール ２５ｍｇ１錠 カルバン錠２５ 日本ケミファ 27.10
内用薬 2149036F2026 塩酸ベバントロール ５０ｍｇ１錠 カルバン錠５０ 日本ケミファ 45.40
内用薬 2149036F3022 塩酸ベバントロール １００ｍｇ１錠 カルバン錠１００ 日本ケミファ 78.40
内用薬 2149037F1024 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シナロング錠５ ユーシービージャ

パン
35.10

内用薬 2149037F1032 シルニジピン ５ｍｇ１錠 アテレック錠５ 味の素 36.60
内用薬 2149037F1059 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.50
内用薬 2149037F1067 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 25.50
内用薬 2149037F2020 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シナロング錠１０ ユーシービージャ

パン
64.70

内用薬 2149037F2039 シルニジピン １０ｍｇ１錠 アテレック錠１０ 味の素 66.60
内用薬 2149037F2055 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.00
内用薬 2149037F2063 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 48.00
内用薬 2149038D1044 アラニジピン ２％１ｇ サプレスタ顆粒２％ 大鵬薬品工業 142.40
内用薬 2149038D1052 アラニジピン ２％１ｇ ベック顆粒２％ 日医工ファーマ 92.10
内用薬 2149038M1028 アラニジピン ５ｍｇ１カプセル サプレスタカプセル５ｍｇ 大鵬薬品工業 41.80
内用薬 2149038M1036 アラニジピン ５ｍｇ１カプセル ベックカプセル５ｍｇ 日医工ファーマ 27.90
内用薬 2149038M2024 アラニジピン １０ｍｇ１カプセル サプレスタカプセル１０ｍｇ 大鵬薬品工業 63.00
内用薬 2149038M2032 アラニジピン １０ｍｇ１カプセル ベックカプセル１０ｍｇ 日医工ファーマ 43.90
内用薬 2149039F1031 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ニューロタン錠２５ｍｇ 萬有製薬 81.70
内用薬 2149039F2038 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ニューロタン錠５０ｍｇ 萬有製薬 155.60
内用薬 2149039F3026 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ニューロタン錠１００ｍｇ 萬有製薬 234.90
内用薬 2149040F1026 カンデサルタンシレキセ

チル
２ｍｇ１錠 ブロプレス錠２ 武田薬品工業 41.50

内用薬 2149040F2022 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 ブロプレス錠４ 武田薬品工業 77.30

内用薬 2149040F3029 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 ブロプレス錠８ 武田薬品工業 150.30

内用薬 2149040F4025 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 ブロプレス錠１２ 武田薬品工業 231.90

内用薬 2149041F1020 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 ディオバン錠２０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

36.60
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内用薬 2149041F2027 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 ディオバン錠４０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

66.80

内用薬 2149041F3023 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 ディオバン錠８０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

125.30

内用薬 2149041F4020 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 ディオバン錠１６０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

243.80

内用薬 2149042F1025 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 ミカルディス錠２０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

75.30

内用薬 2149042F2021 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 ミカルディス錠４０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

142.40

内用薬 2149043F1020 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 カルブロック錠８ｍｇ 第一三共 39.70
内用薬 2149043F2026 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 カルブロック錠１６ｍｇ 第一三共 70.60
内用薬 2149044F1024 オルメサルタンメドキソ

ミル
１０ｍｇ１錠 オルメテック錠１０ｍｇ 第一三共 74.00

内用薬 2149044F2020 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメテック錠２０ｍｇ 第一三共 142.00

内用薬 2149044F3027 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 オルメテック錠５ｍｇ 第一三共 38.80

内用薬 2149045F1029 エプレレノン ２５ｍｇ１錠 セララ錠２５ｍｇ ファイザー 47.00
内用薬 2149045F2025 エプレレノン ５０ｍｇ１錠 セララ錠５０ｍｇ ファイザー 89.50
内用薬 2149045F3021 エプレレノン １００ｍｇ１錠 セララ錠１００ｍｇ ファイザー 170.70
内用薬 2149046F1023 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 アバプロ錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 74.40
内用薬 2149046F1031 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベタン錠５０ｍｇ 塩野義製薬 74.40
内用薬 2149046F2020 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 アバプロ錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 142.50
内用薬 2149046F2038 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベタン錠１００ｍｇ 塩野義製薬 142.50
内用薬 2149047F1028 アリスキレンフマル酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラジレス錠１５０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
161.80

内用薬 2149103F1023 ベンチルヒドロクロロチ
アジド・レセルピン配合

１錠 ベハイドＲＡ錠 杏林製薬 5.60

内用薬 2149103F1031 ベンチルヒドロクロロチ
アジド・レセルピン配合

１錠 ベハイドＲＡ配合錠 杏林製薬 5.60

内用薬 2149110F1023 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 プレミネント錠 萬有製薬 158.80

内用薬 2149110F1031 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 プレミネント配合錠 萬有製薬 158.80

内用薬 2149111F1028 カンデサルタンシレキセ
チル・ヒドロクロロチア

１錠 エカード配合錠ＬＤ 武田薬品工業 80.30

内用薬 2149111F2024 カンデサルタンシレキセ
チル・ヒドロクロロチア

１錠 エカード配合錠ＨＤ 武田薬品工業 154.30

内用薬 2149112F1022 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 コディオ配合錠ＭＤ ノバルティス
ファーマ

129.60

内用薬 2149112F2029 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 コディオ配合錠ＥＸ ノバルティス
ファーマ

130.60

内用薬 2149113F1027 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 ミコンビ配合錠ＡＰ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

148.80

内用薬 2149113F2023 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 ミコンビ配合錠ＢＰ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

219.80

内用薬 2160002F1028 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 メトリジン錠２ｍｇ 大正製薬 48.60
内用薬 2160002F1036 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 アバルナート錠２ 東和薬品 後発品 13.70
内用薬 2160002F1052 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 メトドリン錠２ メディサ新薬 後発品 20.60
内用薬 2160002F1060 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 ナチルジン錠２ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 13.70
内用薬 2160002F1079 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 シュプレース錠２ｍｇ 大原薬品工業 後発品 16.90
内用薬 2160002F2024 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 メトリジンＤ錠２ｍｇ 大正製薬 48.60
内用薬 2160003F1022 コハク酸スマトリプタン ５０ｍｇ１錠 イミグラン錠５０ グラクソ・スミス

クライン
927.90

内用薬 2160004F1027 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾーミッグ錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 934.10
内用薬 2160004F2023 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 934.10
内用薬 2160005F1021 臭化水素酸エレトリプタ

ン
２０ｍｇ１錠 レルパックス錠２０ｍｇ ファイザー 900.30

内用薬 2160006F1026 安息香酸リザトリプタン １０ｍｇ１錠 マクサルト錠１０ｍｇ 杏林製薬 921.90
内用薬 2160006F2022 安息香酸リザトリプタン １０ｍｇ１錠 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 杏林製薬 921.90
内用薬 2160007F1020 ナラトリプタン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アマージ錠２．５ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
896.10

内用薬 2160350F1170 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 パンエルゴット イセイ 後発品 5.60

内用薬 2160350F1269 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 ジヒデルゴット錠１ｍｇ ノバルティス
ファーマ

後発品 17.00

内用薬 2160350F1277 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 イトメット錠１ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2160350F1285 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 エルゴスパオン錠１ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60

内用薬 2160350F1307 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 ヒポラール錠１ｍｇ あすか製薬 後発品 14.70

内用薬 2160350F1315 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 パンエルゴット錠１ｍｇ イセイ 後発品 5.60

内用薬 2171005F1068 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 コメリアンコーワ錠５０ 興和 12.40
内用薬 2171005F1076 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 コロンメン錠「５０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2171005F1157 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 スプラン錠５０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2171005F1190 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 トルクシール錠 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2171005F1262 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 タンタリック錠５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2171005F1270 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171005F1289 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 スミドルミン錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 2171005F1297 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171005F1300 塩酸ジラゼプ ５０ｍｇ１錠 トルクシール錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2171005F2021 塩酸ジラゼプ １００ｍｇ１錠 コメリアンコーワ錠１００ 興和 20.50
内用薬 2171005F2030 塩酸ジラゼプ １００ｍｇ１錠 スプラン錠１００ｍｇ 日医工 後発品 6.70
内用薬 2171005F2099 塩酸ジラゼプ １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.70

内用薬 2171005F2102 塩酸ジラゼプ １００ｍｇ１錠 タンタリック錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.70
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内用薬 2171006F1054 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 コーレン 東邦新薬 後発品 5.60
内用薬 2171006F1062 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 コロヘルサー錠 日医工 後発品 5.60
内用薬 2171006F1089 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ジルベイト錠 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2171006F1127 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 パゼアジン錠３０ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171006F1143 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 フロッティ錠 ナガセ医薬品 後発品 5.60
内用薬 2171006F1216 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 セレスナット錠３０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171006F1224 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ヘルベッサー錠３０ 田辺三菱製薬 13.80
内用薬 2171006F1240 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 クラルート錠３０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2171006F1267 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ヨウチアゼム錠３０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2171006F1275 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「Ｚ

Ｅ」
全星薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171006F1283 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ヘマレキート錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2171006F1291 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 コロヘルサー錠３０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2171006F1305 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2171006F1313 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171006F2026 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 ヘルベッサー錠６０ 田辺三菱製薬 25.10
内用薬 2171006F2050 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 ミオカルジー錠６０ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2171006F2069 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 コロヘルサー錠６０ｍｇ 日医工 後発品 10.10
内用薬 2171006F2077 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 10.10

内用薬 2171006F2085 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 セレスナット錠６０ｍｇ 東和薬品 後発品 10.10
内用薬 2171006F2093 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 ヨウチアゼム錠６０ｍｇ 陽進堂 後発品 10.10
内用薬 2171006N1040 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル コロヘルサーＲ１００ 日医工 後発品 16.20
内用薬 2171006N1067 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル ルチアノンカプセルＲ１００ 佐藤薬品工業 後発品 24.50
内用薬 2171006N1091 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル パゼアジンＲカプセル１００ 大洋薬品工業 後発品 13.70
内用薬 2171006N1105 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ 田辺三菱製薬 49.40
内用薬 2171006N1113 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル クラルートＲカプセル１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 20.00
内用薬 2171006N1121 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル コロヘルサーＲカプセル１００ｍｇ 日医工 後発品 16.20
内用薬 2171006N1130 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１０

０ｍｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 13.70

内用薬 2171006N2039 塩酸ジルチアゼム ２００ｍｇ１カプセル ヘルベッサーＲカプセル２００ｍｇ 田辺三菱製薬 104.40
内用薬 2171007C1044 塩酸トリメタジジン １％１ｇ バスタレルＦ細粒１％ 京都薬品工業 22.80
内用薬 2171007F1091 塩酸トリメタジジン ３ｍｇ１錠 局 タックミント 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2171007F1210 塩酸トリメタジジン ３ｍｇ１錠 局 バスタレルＦ錠３ｍｇ 京都薬品工業 7.40
内用薬 2171008F1029 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ホルミトール錠 寿製薬 後発品 6.30
内用薬 2171008F1037 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 マゴチロン 鶴原製薬 後発品 6.30
内用薬 2171008F1070 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ワソラン錠４０ｍｇ エーザイ 7.10
内用薬 2171008F1088 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 6.30

内用薬 2171008F1096 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ホルミトール錠４０ｍｇ 寿製薬 後発品 6.30
内用薬 2171008F1100 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 マゴチロン錠４０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.30
内用薬 2171010B1059 ジピリダモール １２．５％１ｇ アンギナール散１２．５％ 長生堂製薬 後発品 28.20
内用薬 2171010C1046 ジピリダモール １２．５％１ｇ パムゼン細粒 東邦新薬 後発品 12.60
内用薬 2171010F1131 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ジピラモール錠１２．５ シー・エイチ・

オー新薬
後発品 5.00

内用薬 2171010F1395 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 アンギナール錠１２．５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 6.00
内用薬 2171010F1409 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ペルサンチン錠１２．５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
6.70

内用薬 2171010F1417 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ヘルスサイド錠１２．５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.00
内用薬 2171010F1425 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１２．５ｍｇ「ツル

ハラ」
鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2171010F2065 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 アンギナール錠２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 6.00
内用薬 2171010F2090 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 カルコラ錠２５ マイラン製薬 後発品 5.40
内用薬 2171010F2111 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 コロナモール錠２５ 日医工 後発品 5.40
内用薬 2171010F2138 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 サンペル錠 三恵薬品 後発品 5.40
内用薬 2171010F2170 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピラモール錠２５ シー・エイチ・

オー新薬
後発品 5.40

内用薬 2171010F2324 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ニチリダモール錠２５ 日新製薬（山形） 後発品 5.40
内用薬 2171010F2375 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ピロアン錠２５ 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 2171010F2456 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ペルミルチン錠２５ 全星薬品工業 後発品 5.40
内用薬 2171010F2499 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ヨウリダモール錠２５ 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 2171010F2529 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ルーカス錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171010F2545 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 グリオスチン錠２５ 大洋薬品工業 後発品 5.40
内用薬 2171010F2553 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ペルサンチン錠２５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
9.10

内用薬 2171010F2570 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ヘルスサイド錠２５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2171010F2588 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 メトロポリン錠２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.40
内用薬 2171010F2596 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 2171010F2600 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 サンペル錠２５ｍｇ 三恵薬品 後発品 5.40
内用薬 2171010F3037 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ピロアン錠１００ 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 2171010F3045 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ペルチスタン錠１００ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2171010F3053 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ペルサンチン錠１００ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
25.60

内用薬 2171010N1039 ジピリダモール １５０ｍｇ１カプセル ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

44.10

内用薬 2171011G1026 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 Ｌ－オーネスゲン錠 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2171011G1123 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 フランドル錠２０ｍｇ トーアエイヨー 17.10
内用薬 2171011G1131 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 ジアセラＬ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171011G1140 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 サワドールＬ錠２０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.70
内用薬 2171011G1158 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 リファタックＬ錠２０ｍｇ メディサ新薬 後発品 8.80
内用薬 2171011G1166 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「タ

イヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171011G1174 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 Ｌ－オーネスゲン錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2171011N1050 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル ニトロールＲカプセル２０ｍｇ エーザイ 16.80
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内用薬 2171011N1114 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル カリアントＳＲカプセル２０ｍｇ 全星薬品工業 後発品 7.50
内用薬 2171011N1122 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル イソコロナールＲカプセル２０ｍｇ 佐藤薬品工業 後発品 6.40
内用薬 2171012C1037 トラピジル １０％１ｇ ロコルナール細粒１０％ 持田製薬 29.30
内用薬 2171012F1025 トラピジル ５０ｍｇ１錠 エステリノール錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2171012F1068 トラピジル ５０ｍｇ１錠 セオアニン錠５０ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2171012F1165 トラピジル ５０ｍｇ１錠 アンギクロメン錠５０ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171012F1181 トラピジル ５０ｍｇ１錠 ロコルナール錠５０ｍｇ 持田製薬 14.90
内用薬 2171012F1190 トラピジル ５０ｍｇ１錠 カルナコール錠５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2171012F1203 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171012F2030 トラピジル １００ｍｇ１錠 エステリノール錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 13.40
内用薬 2171012F2102 トラピジル １００ｍｇ１錠 セオアニン錠１００ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2171012F2315 トラピジル １００ｍｇ１錠 ロコルナール錠１００ｍｇ 持田製薬 27.80
内用薬 2171012F2340 トラピジル １００ｍｇ１錠 アンギクロメン錠１００ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171012F2358 トラピジル １００ｍｇ１錠 カルナコール錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2171012F2366 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171012F2374 トラピジル １００ｍｇ１錠 ペルカラート錠１００ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2171013K1010 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 局 ニトログリセリン錠 16.10
内用薬 2171014C1044 ニフェジピン １％１ｇ セパミット細粒１％ シェリング・プラ

ウ
後発品 20.10

内用薬 2171014C1052 ニフェジピン １％１ｇ アテネラート細粒１％ 鶴原製薬 後発品 7.00
内用薬 2171014C2032 ニフェジピン ２％１ｇ セパミット－Ｒ細粒２％ シェリング・プラ

ウ
41.20

内用薬 2171014F1083 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 カサンミル錠１０ｍｇ 全星薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014F1091 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ラミタレート錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014F1105 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アテネラート錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.80
内用薬 2171014G1020 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠１０ｍｇ バイエル薬品 18.80
内用薬 2171014G1046 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 カサンミルＳ錠１０ 全星薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014G1054 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 カルジオルフトＬ錠１０ 日医工ファーマ 後発品 6.00
内用薬 2171014G1062 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 クノラミンＬ錠１０ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014G1070 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 コリネールＬ錠１０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2171014G1097 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェスロー錠１０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014G1127 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニレーナＬ錠１０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 5.80
内用薬 2171014G1135 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ラミタレートＬ錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014G1143 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェラートＬ錠１０ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014G1151 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ヘルラートＬ錠１０ 京都薬品工業 後発品 5.80
内用薬 2171014G1186 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 シオペルミンＬ錠１０ シオノケミカル 後発品 5.60
内用薬 2171014G1194 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 キサラートＬ錠１０ｍｇ サンド 後発品 5.60
内用薬 2171014G1216 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ケパクルＬ錠１０ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2171014G1224 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 トーワラートＬ錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171014G1232 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 5.60
内用薬 2171014G2018 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン２０ｍｇ徐放錠 後発品 5.60
内用薬 2171014G2026 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠２０ｍｇ バイエル薬品 32.20
内用薬 2171014G2069 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 カルジオルフトＬ錠２０ 日医工ファーマ 後発品 9.10
内用薬 2171014G2131 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニレーナＬ錠２０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 12.30
内用薬 2171014G2140 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ヘルラートＬ錠２０ 京都薬品工業 後発品 9.10
内用薬 2171014G2280 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.60
内用薬 2171014G3022 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠１０ｍｇ バイエル薬品 21.70
内用薬 2171014G3030 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 トーワラートＣＲ錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 12.10
内用薬 2171014G3049 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠１０ 全星薬品工業 後発品 11.10
内用薬 2171014G3057 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 コリネールＣＲ錠１０ 日医工 後発品 11.10
内用薬 2171014G3065 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 11.10

内用薬 2171014G3073 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 11.10
内用薬 2171014G4029 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ バイエル薬品 37.70
内用薬 2171014G4037 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 トーワラートＣＲ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 22.30
内用薬 2171014G4045 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠２０ 全星薬品工業 後発品 19.70
内用薬 2171014G4053 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 コリネールＣＲ錠２０ 日医工 後発品 19.70
内用薬 2171014G4061 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 19.70

内用薬 2171014G4070 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 19.70
内用薬 2171014G5025 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ バイエル薬品 70.70
内用薬 2171014G5033 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠４０ 全星薬品工業 後発品 36.60
内用薬 2171014G5041 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 トーワラートＣＲ錠４０ｍｇ 東和薬品 後発品 41.90
内用薬 2171014G5050 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 コリネールＣＲ錠４０ 日医工 後発品 36.60
内用薬 2171014G5068 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 36.60

内用薬 2171014G5076 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 36.60
内用薬 2171014M1023 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル アタナールカプセル５ 東洋カプセル 後発品 5.60
内用薬 2171014M1104 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル アダラートカプセル５ｍｇ バイエル薬品 14.80
内用薬 2171014M1112 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ヘルラート・ミニカプセル５ｍｇ 京都薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014M1120 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 5.70

内用薬 2171014M2259 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル アダラートカプセル１０ｍｇ バイエル薬品 24.40
内用薬 2171014M2267 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェラートカプセル１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014M2275 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル アタナールカプセル１０ 東洋カプセル 後発品 5.60
内用薬 2171014M2283 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ヘルラートカプセル１０ｍｇ 京都薬品工業 後発品 7.20
内用薬 2171014M2291 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 5.70

内用薬 2171014N1029 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル セパミット－Ｒカプセル１０ シェリング・プラ
ウ

17.00

内用薬 2171014N1037 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル エマベリンＬカプセル１０ｍｇ 高田製薬 後発品 20.30
内用薬 2171014N2025 ニフェジピン ２０ｍｇ１カプセル セパミット－Ｒカプセル２０ シェリング・プラ

ウ
23.60

内用薬 2171014N3021 ニフェジピン １５ｍｇ１カプセル エマベリンＬカプセル１５ｍｇ 高田製薬 後発品 30.50
内用薬 2171014N4028 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル エマベリンＬカプセル５ｍｇ 高田製薬 後発品 14.00
内用薬 2171016F1015 硝酸イソソルビド ５ｍｇ１錠 局 硝酸イソソルビド錠 9.60
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