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内用薬 2171016F2011 硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 硝酸イソソルビド錠 9.60
内用薬 2171017F1028 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 シグマート錠２．５ｍｇ 中外製薬 16.60
内用薬 2171017F1036 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 シグランコート錠２．５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2171017F2024 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シグマート錠５ｍｇ 中外製薬 26.30
内用薬 2171017F2059 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シグランコート錠５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.70
内用薬 2171017F2075 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シルビノール錠５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2171017F2091 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジス錠５ｍｇ 日医工 後発品 5.70
内用薬 2171017F2105 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランタ錠５ メディサ新薬 後発品 6.40
内用薬 2171017F2113 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニトルビン錠５ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171017F2148 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランマート錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 8.50
内用薬 2171018K1039 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 日本化薬 後発品 15.10
内用薬 2171019F1027 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 バイミカード錠５ｍｇ バイエル薬品 42.40
内用薬 2171019F1035 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 リオハード錠５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 15.10
内用薬 2171019F1043 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニノバルシン錠５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 11.30
内用薬 2171019F1060 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソミナード錠５ｍｇ 陽進堂 後発品 18.50
内用薬 2171019F1086 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「ニッシン」 日新製薬（山形） 後発品 11.30
内用薬 2171019F1094 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 18.50
内用薬 2171019F2023 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 バイミカード錠１０ｍｇ バイエル薬品 83.70
内用薬 2171019F2031 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 リオハード錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 25.70
内用薬 2171019F2040 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニノバルシン錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 19.80
内用薬 2171019F2058 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ニッシン」 日新製薬（山形） 後発品 23.00
内用薬 2171020F1011 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠 後発品 6.30
内用薬 2171020F1020 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 バイロテンシン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 38.10
内用薬 2171020F1038 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレナール錠５ｍｇ 日医工 後発品 9.90
内用薬 2171020F1089 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 エレナール錠５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 8.70
内用薬 2171020F1208 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ヒシロミン錠５ ニプロファーマ 後発品 8.60
内用薬 2171020F2018 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠 後発品 9.60
内用薬 2171020F2026 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 バイロテンシン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 68.90
内用薬 2171020F2034 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 ニトレナール錠１０ｍｇ 日医工 後発品 16.00
内用薬 2171021C1028 塩酸ベニジピン ０．４％１ｇ 塩酸ベニジピン細粒０．４％「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 64.40

内用薬 2171021F1024 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 コニール錠２ 協和発酵キリン 34.20
内用薬 2171021F1032 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 18.00
内用薬 2171021F1040 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２　ＮＴ ニプロジェネファ 後発品 16.80
内用薬 2171021F1067 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 22.30
内用薬 2171021F1075 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 17.70
内用薬 2171021F1083 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 13.40
内用薬 2171021F1091 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 19.40
内用薬 2171021F1105 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 20.50
内用薬 2171021F1113 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 20.50
内用薬 2171021F1121 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 14.70

内用薬 2171021F1130 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.50
内用薬 2171021F1148 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニトーワ錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 22.30
内用薬 2171021F1156 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 コニプロス錠２ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 23.80
内用薬 2171021F1164 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 26.60
内用薬 2171021F1172 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 25.10
内用薬 2171021F1180 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 18.00
内用薬 2171021F1199 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 16.10
内用薬 2171021F2020 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 コニール錠４ 協和発酵キリン 60.10
内用薬 2171021F2047 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 31.30
内用薬 2171021F2055 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４　ＮＴ ニプロジェネファ 後発品 27.60
内用薬 2171021F2063 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 27.60

内用薬 2171021F2071 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 26.60
内用薬 2171021F2098 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 コニプロス錠４ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 35.20
内用薬 2171021F2101 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 39.40
内用薬 2171021F2110 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 32.70
内用薬 2171021F2128 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 22.10
内用薬 2171021F2136 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 29.40
内用薬 2171021F2144 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 33.80
内用薬 2171021F2152 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 37.20
内用薬 2171021F2160 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 25.40

内用薬 2171021F2179 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.20
内用薬 2171021F2187 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニトーワ錠４ｍｇ 東和薬品 後発品 41.40
内用薬 2171021F2195 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 47.10
内用薬 2171021F2209 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 40.60
内用薬 2171021F2217 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 36.70
内用薬 2171021F2225 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 23.00
内用薬 2171021F2233 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 26.60

内用薬 2171021F3027 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 コニール錠８ 協和発酵キリン 124.00
内用薬 2171021F3035 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 41.00
内用薬 2171021F3043 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 68.30
内用薬 2171021F3051 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８　ＮＴ ニプロジェネファ 後発品 40.40
内用薬 2171021F3060 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 コニプロス錠８ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 79.40
内用薬 2171021F3078 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 81.80
内用薬 2171021F3086 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 81.80
内用薬 2171021F3094 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 83.50
内用薬 2171021F3108 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 42.30
内用薬 2171021F3116 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 70.90
内用薬 2171021F3124 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 60.80
内用薬 2171021F3132 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 66.40
内用薬 2171021F3140 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニトーワ錠８ｍｇ 東和薬品 後発品 75.20
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内用薬 2171021F3159 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 65.70
内用薬 2171021F3167 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 54.60
内用薬 2171021F3175 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 46.40
内用薬 2171022F1029 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠２．５ｍｇ ファイザー 35.30
内用薬 2171022F1045 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 34.50
内用薬 2171022F1053 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 17.60
内用薬 2171022F1061 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド　エー
ザイ

後発品 23.40

内用薬 2171022F1070 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＥＰ」 エッセンシャル
ファーマ

後発品 27.20

内用薬 2171022F1088 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 22.60
内用薬 2171022F1096 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 23.00
内用薬 2171022F1100 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 25.80
内用薬 2171022F1118 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 24.40
内用薬 2171022F1126 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 20.60
内用薬 2171022F1134 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 25.80
内用薬 2171022F1142 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 21.90

内用薬 2171022F1150 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＲＬＬ」 ランバクシー　ラ
ボラトリーズ　リ
ミテッド

後発品 16.60

内用薬 2171022F1169 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 17.00
内用薬 2171022F1177 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 後発品 23.40
内用薬 2171022F1185 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 20.60
内用薬 2171022F1193 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 後発品 23.00
内用薬 2171022F1207 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 23.40
内用薬 2171022F1215 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 25.00
内用薬 2171022F1223 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 18.40
内用薬 2171022F1231 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 23.00

内用薬 2171022F1240 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 19.90
内用薬 2171022F1258 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 後発品 17.60
内用薬 2171022F1266 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 23.40

内用薬 2171022F1274 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「コーワ」 救急薬品工業 後発品 24.40
内用薬 2171022F1282 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.40
内用薬 2171022F1290 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 20.60
内用薬 2171022F1304 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タイ

ヨー」
大興製薬 後発品 22.60

内用薬 2171022F1312 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 21.00
内用薬 2171022F1320 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 25.00
内用薬 2171022F1339 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 23.00

内用薬 2171022F1347 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.80
内用薬 2171022F1355 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.90
内用薬 2171022F1363 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 19.90
内用薬 2171022F1371 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 20.60

内用薬 2171022F1380 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 23.00
内用薬 2171022F1398 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 20.60
内用薬 2171022F2025 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠５ｍｇ ファイザー 64.90
内用薬 2171022F2041 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 64.00
内用薬 2171022F2050 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 33.50
内用薬 2171022F2068 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エー

ザイ
後発品 43.20

内用薬 2171022F2076 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＥＰ」 エッセンシャル
ファーマ

後発品 50.80

内用薬 2171022F2084 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 44.20
内用薬 2171022F2092 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 44.20
内用薬 2171022F2106 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 48.90
内用薬 2171022F2114 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 45.20
内用薬 2171022F2122 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 37.70
内用薬 2171022F2130 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 47.70
内用薬 2171022F2149 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 40.90

内用薬 2171022F2157 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＲＬＬ」 ランバクシー　ラ
ボラトリーズ　リ
ミテッド

後発品 32.20

内用薬 2171022F2165 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 29.90
内用薬 2171022F2173 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 後発品 44.20
内用薬 2171022F2181 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.70
内用薬 2171022F2190 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 後発品 43.20
内用薬 2171022F2203 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.80
内用薬 2171022F2211 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 46.90
内用薬 2171022F2220 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 34.50
内用薬 2171022F2238 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 44.20
内用薬 2171022F2246 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 37.70
内用薬 2171022F2254 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 後発品 32.20
内用薬 2171022F2262 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 43.20
内用薬 2171022F2270 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「コーワ」 救急薬品工業 後発品 45.20
内用薬 2171022F2289 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.20
内用薬 2171022F2297 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 38.90
内用薬 2171022F2300 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 41.80
内用薬 2171022F2319 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 41.80
内用薬 2171022F2327 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 45.20
内用薬 2171022F2335 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 46.90
内用薬 2171022F2343 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.70
内用薬 2171022F2351 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 44.20
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内用薬 2171022F2360 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 41.80
内用薬 2171022F2378 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 37.70
内用薬 2171022F2386 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 43.20
内用薬 2171022F2394 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 38.00
内用薬 2171022F3021 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 34.50
内用薬 2171022F3030 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 25.80

内用薬 2171022F3048 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ ファイザー 35.30
内用薬 2171022F3056 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリック 後発品 23.00

内用薬 2171022F3064 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＫＲ
Ｍ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 21.90

内用薬 2171022F3072 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 20.60
内用薬 2171022F3080 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｎ

Ｓ」
日新製薬（山形） 後発品 25.80

内用薬 2171022F3099 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

ニプロジェネファ 後発品 20.60

内用薬 2171022F3102 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

ハイゾン製薬 後発品 20.60

内用薬 2171022F3110 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 20.60
内用薬 2171022F3129 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｚ

Ｅ」
全星薬品工業 後発品 20.60

内用薬 2171022F3137 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「あす
か」

大正薬品工業 後発品 23.00

内用薬 2171022F3145 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 23.40

内用薬 2171022F3153 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「科
研」

大興製薬 後発品 22.60
内用薬 2171022F3161 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 23.40

内用薬 2171022F3170 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 24.40

内用薬 2171022F3188 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 20.60

内用薬 2171022F3196 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 20.60

内用薬 2171022F3200 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 21.00

内用薬 2171022F3218 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 23.90

内用薬 2171022F3226 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 後発品 19.90

内用薬 2171022F3234 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明
治」

明治製菓 後発品 23.00
内用薬 2171022F3242 ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤフィルム２．５ｍｇ

「興和テバ」
救急薬品工業 後発品 24.40

内用薬 2171022F4028 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ 大日本住友製薬 64.00
内用薬 2171022F4036 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.70
内用薬 2171022F4044 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ ファイザー 64.90
内用薬 2171022F4052 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 44.20
内用薬 2171022F4060 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 40.90

内用薬 2171022F4079 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 37.70
内用薬 2171022F4087 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 47.70
内用薬 2171022F4095 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ニプロジェネファ 後発品 38.00
内用薬 2171022F4109 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 ハイゾン製薬 後発品 38.00
内用薬 2171022F4117 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.70
内用薬 2171022F4125 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 38.00
内用薬 2171022F4133 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 後発品 43.20
内用薬 2171022F4141 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.80
内用薬 2171022F4150 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 大興製薬 後発品 41.80
内用薬 2171022F4168 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 43.20

内用薬 2171022F4176 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.20
内用薬 2171022F4184 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 38.90
内用薬 2171022F4192 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 38.00

内用薬 2171022F4206 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 41.80
内用薬 2171022F4214 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 44.20
内用薬 2171022F4222 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 41.80
内用薬 2171022F4230 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 43.20
内用薬 2171022F4249 ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ「興

和テバ」
救急薬品工業 後発品 45.20

内用薬 2171023F1023 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 アイトロール錠１０ｍｇ トーアエイヨー 10.90
内用薬 2171023F2020 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイトロール錠２０ｍｇ トーアエイヨー 17.50
内用薬 2171023F2038 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 タイシロール錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 7.10
内用薬 2171023F2046 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイスラール錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 7.40
内用薬 2171023F2062 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 ソプレロール錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 8.30
内用薬 2171023F2070 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 イソモニット錠２０ｍｇ サンド 後発品 8.30
内用薬 2171023F2089 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイロクール錠２０ メディサ新薬 後発品 7.70
内用薬 2171023F2100 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 イソニトール錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 8.50
内用薬 2172001F1202 イノシトールヘキサニコ

チネート
２００ｍｇ１錠 ニコキサチン錠２００ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 6.10

内用薬 2172002F1053 塩酸イソクスプリン １０ｍｇ１錠 局 ズファジラン錠１０ｍｇ 第一三共 8.90
内用薬 2172006F1027 ヘプロニカート １００ｍｇ１錠 メグリン錠 長生堂製薬 6.40
内用薬 2172006F1035 ヘプロニカート １００ｍｇ１錠 ヘプロニカート錠１００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 6.40
内用薬 2183001F1060 クリノフィブラート ２００ｍｇ１錠 リポクリン錠２００ 大日本住友製薬 15.30
内用薬 2183002M1013 クロフィブラート ２５０ｍｇ１カプセル 局 クロフィブラートカプセル 8.50
内用薬 2183002M2010 クロフィブラート ５００ｍｇ１カプセル 局 クロフィブラートカプセル 9.60
内用薬 2183005G1013 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラート徐放錠 後発品 8.00
内用薬 2183005G1048 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザテートＳＲ錠２００ 沢井製薬 後発品 9.90
内用薬 2183005G1064 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブレートＳＲ錠２００ｍｇ 日医工 後発品 9.90

38 / 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 2183005G1072 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザレックスＳＲ錠２００ メディサ新薬 後発品 17.80
内用薬 2183005G1080 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベスタリットＬ錠２００ 大洋薬品工業 後発品 9.60
内用薬 2183005G1099 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ミデナールＬ錠２００ シオノケミカル 後発品 12.50
内用薬 2183005G1234 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ キッセイ薬品工業 42.00
内用薬 2183005G1242 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザリップ錠２００ｍｇ 中外製薬 43.60
内用薬 2183005G1269 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 9.90

内用薬 2183005G2028 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 27.30
内用薬 2183005G2044 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザテートＳＲ錠１００ 沢井製薬 後発品 6.30
内用薬 2183005G2052 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザレックスＳＲ錠１００ メディサ新薬 後発品 10.80
内用薬 2183005G2060 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベスタリットＬ錠１００ 大洋薬品工業 後発品 7.20
内用薬 2183005G2087 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザスターＳＲ錠１００ 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 2183005G2095 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザリップ錠１００ｍｇ 中外製薬 27.30
内用薬 2183005G2109 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 6.30

内用薬 2183006F1020 フェノフィブラート ６７ｍｇ１錠 フェノフィブラート錠６７ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 23.40

内用薬 2183006F2027 フェノフィブラート １００ｍｇ１錠 フェノフィブラート錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 30.30

内用薬 2183006M3022 フェノフィブラート ６７ｍｇ１カプセル リピディルカプセル６７ あすか製薬 33.40
内用薬 2183006M3030 フェノフィブラート ６７ｍｇ１カプセル トライコアカプセル６７ｍｇ 大正薬品工業 33.40
内用薬 2183006M4029 フェノフィブラート １００ｍｇ１カプセル リピディルカプセル１００ あすか製薬 43.40
内用薬 2183006M4037 フェノフィブラート １００ｍｇ１カプセル トライコアカプセル１００ｍｇ 大正薬品工業 43.40
内用薬 2189001F1099 エラスターゼ １，８００単位１錠 サワチーム錠 沢井製薬 後発品 6.90
内用薬 2189001F1200 エラスターゼ １，８００単位１錠 エラスチーム錠１８００ エーザイ 17.20
内用薬 2189001F1218 エラスターゼ １，８００単位１錠 エリスモン錠１８００ 日医工 後発品 6.00
内用薬 2189001F1226 エラスターゼ １，８００単位１錠 エルモナーゼ錠１８００ 東和薬品 後発品 6.00
内用薬 2189002M1238 ソイステロール ２００ｍｇ１カプセル トコオールカプセル２００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.80
内用薬 2189003F1136 デキストラン硫酸ナトリ

ウム
１５０ｍｇ１錠 ＭＤＳコーワ錠１５０ 興和 6.10

内用薬 2189003F2035 デキストラン硫酸ナトリ
ウム

３００ｍｇ１錠 ＭＤＳコーワ錠３００ 興和 9.50

内用薬 2189004F1017 ニコモール ２００ｍｇ１錠 局 ニコモール錠 9.10
内用薬 2189005F1020 ニセリトロール １２５ｍｇ１錠 ペリシット錠１２５ｍｇ 三和化学研究所 9.40
内用薬 2189005F2026 ニセリトロール ２５０ｍｇ１錠 ペリシット錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 15.30
内用薬 2189006M1040 ポリエンホスファチジル

コリン
２５０ｍｇ１カプセル プロビーンカプセル シオノケミカル 後発品 6.20

内用薬 2189006M1058 ポリエンホスファチジル
コリン

２５０ｍｇ１カプセル ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

後発品 8.90

内用薬 2189008C1078 プロブコール ５０％１ｇ リポブコール細粒 共和薬品工業 後発品 12.20
内用薬 2189008C1094 プロブコール ５０％１ｇ シンレスタール細粒５０％ 第一三共 45.60
内用薬 2189008C1108 プロブコール ５０％１ｇ ロレルコ細粒５０％ 大塚製薬 44.80
内用薬 2189008C1116 プロブコール ５０％１ｇ エバチコール細粒５０％ 高田製薬 後発品 12.20
内用薬 2189008C1132 プロブコール ５０％１ｇ スイムタール細粒５０％ 日医工ファーマ 後発品 13.90
内用薬 2189008F1228 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 リポブコール錠 共和薬品工業 後発品 7.10
内用薬 2189008F1279 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ピヨコール錠 陽進堂 後発品 6.40
内用薬 2189008F1287 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ロレルコ錠２５０ｍｇ 大塚製薬 23.80
内用薬 2189008F1295 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ダウンオイール錠２５０ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 6.10
内用薬 2189008F1309 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 エバチコール錠２５０ｍｇ 高田製薬 後発品 6.90
内用薬 2189008F1317 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 サクベルコート錠２５０ｍｇ 日医工 後発品 6.90
内用薬 2189008F1325 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロスエード錠２５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 7.50
内用薬 2189008F1333 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.40
内用薬 2189008F1341 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 エタクレート錠２５０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 7.80
内用薬 2189008F1350 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 コバクス錠２５０ｍｇ 小林化工 後発品 6.10
内用薬 2189008F1368 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 クラフェデン錠２５０ｍｇ イセイ 後発品 7.50
内用薬 2189008F1376 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 シンレスタール錠２５０ｍｇ 第一三共 23.80
内用薬 2189008F1384 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 フッコラート錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.40
内用薬 2189008F1392 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 7.10

内用薬 2189008F1406 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ライドラース錠２５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 6.40
内用薬 2189008F1414 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ワニール錠２５０ｍｇ 原沢製薬工業 後発品 6.90
内用薬 2189008F1422 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ピヨコール錠２５０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.40
内用薬 2189009R1024 コレスチラミン ４４．４％１ｇ クエストラン サノフィ・アベン

ティス
7.90

内用薬 2189009R1032 コレスチラミン ４４．４％１ｇ クエストラン粉末４４．４％ サノフィ・アベン
ティス

7.90

内用薬 2189010C1032 プラバスタチンナトリウ
ム

０．５％１ｇ メバロチン細粒０．５％ 第一三共 66.70
内用薬 2189010C2020 プラバスタチンナトリウ

ム
１％１ｇ メバロチン細粒１％ 第一三共 124.90

内用薬 2189010C2039 プラバスタチンナトリウ
ム

１％１ｇ メバトルテ細粒１％ 大正薬品工業 後発品 63.60
内用薬 2189010F1039 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 メバロチン錠５ 第一三共 59.30

内用薬 2189010F1047 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバメイト錠５ｍｇ 大原薬品工業 後発品 16.70
内用薬 2189010F1055 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 20.60

内用薬 2189010F1063 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５「ＫＮ」 小林化工 後発品 23.20
内用薬 2189010F1071 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 プラバチン錠５ 沢井製薬 後発品 27.30

内用薬 2189010F1080 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠「陽進」
５ｍｇ

陽進堂 後発品 18.40

内用薬 2189010F1098 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 メバトルテ錠５ 大正薬品工業 後発品 23.20
内用薬 2189010F1101 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 プラバロン錠５ ダイト 後発品 21.90

内用薬 2189010F1110 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 アルセチン錠５ 大洋薬品工業 後発品 21.20
内用薬 2189010F1128 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 タツプラミン錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 20.60

内用薬 2189010F1144 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 メバレクト錠５ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 26.50
内用薬 2189010F1160 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 マイバスタン錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 35.40

内用薬 2189010F1179 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 メバリッチ錠５ 日新製薬（山形） 後発品 30.20
内用薬 2189010F1187 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 メバン錠５ 日医工 後発品 25.80

内用薬 2189010F1195 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタン錠５ 日本薬品工業 後発品 32.70
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内用薬 2189010F1209 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 コレリット錠５ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 19.70
内用薬 2189010F1225 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 プラメバン錠５ 日医工ファーマ 後発品 16.70

内用薬 2189010F1233 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プロバチン錠５ メディサ新薬 後発品 23.90
内用薬 2189010F1241 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「チョー

セイ」
長生堂製薬 後発品 25.80

内用薬 2189010F1250 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 15.60

内用薬 2189010F1268 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバピーク錠５ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 18.00

内用薬 2189010F1276 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 リダックＭ錠５ サンノーバ 後発品 30.20
内用薬 2189010F1284 プラバスタチンナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 メバリリン錠５ ケミックス 後発品 16.70

内用薬 2189010F1292 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 17.20

内用薬 2189010F1306 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 15.60

内用薬 2189010F2027 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバロチン錠１０ 第一三共 112.20
内用薬 2189010F2035 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 プラバメイト錠１０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 37.90

内用薬 2189010F2043 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 35.90

内用薬 2189010F2051 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバリリン錠１０ ケミックス 後発品 23.20
内用薬 2189010F2060 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０「ＫＮ」 小林化工 後発品 44.00

内用薬 2189010F2078 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバチン錠１０ 沢井製薬 後発品 50.80
内用薬 2189010F2086 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 リダックＭ錠１０ サンノーバ 後発品 54.80

内用薬 2189010F2094 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠「陽進」
１０ｍｇ

陽進堂 後発品 35.90

内用薬 2189010F2108 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバトルテ錠１０ 大正薬品工業 後発品 40.80
内用薬 2189010F2116 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 プラバロン錠１０ ダイト 後発品 36.80

内用薬 2189010F2124 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 アルセチン錠１０ 大洋薬品工業 後発品 42.60
内用薬 2189010F2132 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 タツプラミン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 37.90

内用薬 2189010F2167 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバレクト錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 54.80
内用薬 2189010F2183 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 マイバスタン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 75.40

内用薬 2189010F2191 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバリッチ錠１０ 日新製薬（山形） 後発品 54.80
内用薬 2189010F2205 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 メバン錠１０ 日医工 後発品 48.60

内用薬 2189010F2213 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタン錠１０ 日本薬品工業 後発品 63.10
内用薬 2189010F2221 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 コレリット錠１０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 39.20

内用薬 2189010F2256 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラメバン錠１０ 日医工ファーマ 後発品 31.30
内用薬 2189010F2264 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 プロバチン錠１０ メディサ新薬 後発品 52.00

内用薬 2189010F2272 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「チョーセイ」

長生堂製薬 後発品 44.70

内用薬 2189010F2280 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバピーク錠１０ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 32.70

内用薬 2189010F2302 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 47.80

内用薬 2189010F2310 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「Ｋ
Ｈ」

マイラン製薬 後発品 52.00

内用薬 2189010F2329 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タ
ナベ」

田辺三菱製薬 後発品 25.50

内用薬 2189010F2337 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 23.20

内用薬 2189010S1029 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１包 オリピス内服液５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 72.70
内用薬 2189010S2025 プラバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１包 オリピス内服液１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 137.10

内用薬 2189011F1025 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポバス錠５ 萬有製薬 128.90
内用薬 2189011F1033 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＯＨＡＲ

Ａ」
大原薬品工業 後発品 43.90

内用薬 2189011F1041 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.10
内用薬 2189011F1050 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 60.50
内用薬 2189011F1068 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポコバン錠５ 日医工ファーマ 後発品 34.70
内用薬 2189011F1076 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 ラミアン錠５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 83.30
内用薬 2189011F1084 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポザート錠５ 大洋薬品工業 後発品 37.60
内用薬 2189011F1092 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポバトール錠５ キョーリンリメ

ディオ
後発品 32.80

内用薬 2189011F1106 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポブロック錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 84.20
内用薬 2189011F1114 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポオフ錠５ 日医工 後発品 62.00
内用薬 2189011F1122 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポダウン錠５ メディサ新薬 後発品 59.60
内用薬 2189011F1149 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンスタチン錠５ｍｇ 陽進堂 後発品 54.70
内用薬 2189011F1157 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポアウト錠５ 沢井製薬 後発品 66.10
内用薬 2189011F1165 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポラＭ錠５ サンノーバ 後発品 53.30
内用薬 2189011F1181 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 56.80
内用薬 2189011F2021 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポバス錠１０ 萬有製薬 254.90
内用薬 2189011F2030 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＯＨＡＲ

Ａ」
大原薬品工業 後発品 88.30

内用薬 2189011F2056 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポザート錠１０ 大洋薬品工業 後発品 102.80
内用薬 2189011F2064 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポダウン錠１０ メディサ新薬 後発品 151.50
内用薬 2189011F2072 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポブロック錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 164.90
内用薬 2189011F2080 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 174.50
内用薬 2189011F2099 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポオフ錠１０ 日医工 後発品 115.00
内用薬 2189011F2102 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 88.30

内用薬 2189011F2110 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 90.30
内用薬 2189011F2129 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポバトール錠１０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 73.30

内用薬 2189011F3028 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 リポバス錠２０ 萬有製薬 502.50
内用薬 2189011F3036 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＯＨＡＲ

Ａ」
大原薬品工業 後発品 267.40

内用薬 2189011F3052 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 243.50
内用薬 2189011F3060 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 223.30

内用薬 2189011F3079 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 184.00
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