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平成２４年１月１６日

区分 医薬品コード 一 般 名 規　格 品　　　　　名 メーカー名
診療報酬において
加算等の算定対象
となる後発医薬品

薬 価

内用薬 ３９９９００４Ｍ３０８０ シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 85.20

内用薬 ３９９９００４Ｍ４０８７ シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 164.00

内用薬 ３９９９００４Ｍ５０８３ シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 269.10

平成２３年１１月２８日

区分 医薬品コード 一 般 名 規　格 品　　　　　名 メーカー名
診療報酬において
加算等の算定対象
となる後発医薬品

薬 価

内用薬 ６２５０００２Ｄ１１６４ アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル顆粒４０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 106.20

内用薬 ６２５０００２Ｆ１２３８ アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 68.30

内用薬 ６２５０００２Ｆ２２３４ アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル錠４００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 91.30

内用薬 ６２５０００２Ｒ１０４８ アシクロビル ８０％１ｇ 　　　アシクロビルＤＳ８０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 257.20

内用薬 １１２４００７Ｆ１０８９ トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 アスコマーナ錠０．１２５ｍｇ 日新製薬 後発品 5.60

内用薬 ４４９０００４Ｆ１０７２ アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アストプチン錠０．５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.30

内用薬 ４４９０００４Ｆ１０８０ アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.30

内用薬 ２１８９０１５Ｆ１０３１
アトルバスタチンカルシウム水和
物

５ｍｇ１錠 　　　アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 47.00

内用薬 ２１８９０１５Ｆ１０４０
アトルバスタチンカルシウム水和
物

５ｍｇ１錠 　　　アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 47.00

内用薬 ２１８９０１５Ｆ１０５８
アトルバスタチンカルシウム水和
物

５ｍｇ１錠 　　　アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.00

内用薬 ２１８９０１５Ｆ１０６６
アトルバスタチンカルシウム水和
物

５ｍｇ１錠 　　　アトルバスタチン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 47.00

内用薬 ２１８９０１５Ｆ１０７４
アトルバスタチンカルシウム水和
物

５ｍｇ１錠 　　　アトルバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.00

内用薬 ２１８９０１５Ｆ２０３８
アトルバスタチンカルシウム水和
物

１０ｍｇ１錠 　　　アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 89.60

内用薬 ２１８９０１５Ｆ２０４６
アトルバスタチンカルシウム水和
物

１０ｍｇ１錠 　　　アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 89.60

内用薬 ２１８９０１５Ｆ２０５４
アトルバスタチンカルシウム水和
物

１０ｍｇ１錠 　　　アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 89.60

内用薬 ２１８９０１５Ｆ２０６２
アトルバスタチンカルシウム水和
物

１０ｍｇ１錠 　　　アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 89.60

内用薬 ２１８９０１５Ｆ２０７０
アトルバスタチンカルシウム水和
物

１０ｍｇ１錠 　　　アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 89.60

内用薬 ２１２３０１４Ｆ１０８６ アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アナシロール錠５ 日本ジェネリック 後発品 7.90

内用薬 ６１３１００１Ｍ１１００ アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 　　　アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.30

内用薬 ６１３１００１Ｍ１１１８ アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 　　　アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.80

内用薬 ２１４４００３Ｆ１０８８ アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 　　　アラセプリル錠１２．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 8.70

内用薬 ２１４４００３Ｆ２２１１ アラセプリル ２５ｍｇ１錠 　　　アラセプリル錠２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 9.40

内用薬 ２１４４００３Ｆ３０６４ アラセプリル ５０ｍｇ１錠 　　　アラセプリル錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 10.20

内用薬 ２１４９０２６Ｆ１１０７ ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 　　　アルフロシン錠０．５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品          6.40

内用薬 ２１４９０２６Ｆ４１０６ ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 　　　アルフロシン錠４ｍｇ ニプロジェネファ 後発品        33.20

内用薬 ４４９００１４Ｆ１１７３ エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アレゲイン錠１０ キョーリンリメディオ 後発品 28.10

内用薬 ３９９９０１８Ｆ１０８０ アレンドロン酸ナトリウム水和物 ５ｍｇ１錠 　　　アレンドロン酸錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 77.10

内用薬 ３９９９０１８Ｆ１０９９ アレンドロン酸ナトリウム水和物 ５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 77.10

内用薬 ３９９９０１８Ｆ１１０２ アレンドロン酸ナトリウム水和物 ５ｍｇ１錠 　　　アレンドロン酸錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 77.10

内用薬 ３９９９０１８Ｆ２０６０ アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠 　　　アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 498.70

内用薬 ３９９９０１８Ｆ２０５２ アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠 　　　アレンドロン酸錠３５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 498.70

内用薬 ３９９９０１８Ｆ２０７９ アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 498.70

内用薬 ３９９９０１８Ｆ２０４４ アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠 　　　アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 514.20

内用薬 ３９９９０１８Ｆ２０８７ アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠 　　　アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 498.70

内用薬 ３９９９０１８Ｆ２０９５ アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠 　　　アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 498.70

診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品（新規収載分）
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内用薬 ３９９９０１８Ｆ２１０９ アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠 　　　アレンドロン酸錠３５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 498.70

内用薬 ３９４３００１Ｆ１５４３ アロプリノール １００ｍｇ１錠 　　　アロプリノール錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 7.70

内用薬 ２２３９００１Ｆ１７１８ アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 5.60

内用薬 ３３９９００４Ｍ１３３６ イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 21.30

内用薬 ２１４９０１９Ｆ１１１５ ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 イセジピール錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.60

内用薬 ２１７１０２３Ｆ１０７４ 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 4.60

内用薬 ２１７１０２３Ｆ２１１９ 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 7.40

内用薬 ４２９１０１２Ｆ１０３０ エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「NK」 日本化薬 後発品 393.00

内用薬 ４２９１０１２Ｆ１０４９ エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 393.00

内用薬 １１７９０２５Ｆ１２２０ エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 　　　エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.80

内用薬 １１７９０２５Ｆ２１７０ エチゾラム １ｍｇ１錠 　　　エチゾラム錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 6.00

内用薬 １１７９０２５Ｆ２１８９ エチゾラム １ｍｇ１錠 　　　エチゾラム錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 6.00

内用薬 ２１４４００２Ｆ３２１３ エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 　　　エナラプリル錠１０ＭＥＥＫ 小林化工 後発品 29.00

内用薬 ２１４４００２Ｆ３２２１ エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠
　　　エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 17.50

内用薬 ４４９００１９Ｆ３１６０ エバスチン ５ｍｇ１錠 　　　エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 38.50

内用薬 ４４９００１９Ｆ３１７９ エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 34.70

内用薬 ４４９００１９Ｆ４１６７ エバスチン １０ｍｇ１錠 　　　エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 57.90

内用薬 ４４９００１９Ｆ４１７５ エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 52.10

内用薬 ４４９００１９Ｆ１１７６ エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 34.70

内用薬 ４４９００１９Ｆ２１７２ エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 52.10

内用薬 ３９９９０１３Ｆ１２９０ エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 33.70

内用薬 ４４９００１４Ｆ１１８１ エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 27.10

内用薬 ４４９００１４Ｆ１１９０ エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 28.10

内用薬 ２４９１００１Ｆ５１６１ カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 ２１９００２４Ｆ２０４６ 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 カルタレチン錠２５０ 大洋薬品工業 後発品 5.50

内用薬 ２１４９０２６Ｆ１１１５ ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 　　　カルドナン錠０．５ｍｇ メディサ新薬 後発品 14.60

内用薬 ２１４９０２６Ｆ４１１４ ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 　　　カルドナン錠４ｍｇ メディサ新薬 後発品 84.30

内用薬 ２１４９０３２Ｆ１０９９ カルベジロール １０ｍｇ１錠 　　　カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 37.50

内用薬 ２１４９０３２Ｆ１１０２ カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 29.80

内用薬 ２１４９０３２Ｆ２０９５ カルベジロール ２０ｍｇ１錠 　　　カルベジロール錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 71.40

内用薬 ２１４９０３２Ｆ２１０９ カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 50.10

内用薬 ３９６１００３Ｆ１１４１ グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 ３９６１００３Ｆ２１９９ グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 5.60

内用薬 ３９６１００３Ｆ２２０２ グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 ３９６１００８Ｆ３０６６ グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 　　　グリメピリド錠０．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 8.70

内用薬 ３９６１００８Ｆ３０５８ グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 8.70

内用薬 ３９６１００８Ｆ３０７４ グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 　　　グリメピリド錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 ３９６１００８Ｆ１３１４ グリメピリド １ｍｇ１錠 　　　グリメピリド錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 13.30

内用薬 ３９６１００８Ｆ１３２２ グリメピリド １ｍｇ１錠 　　　グリメピリド錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 13.30

内用薬 ３９６１００８Ｆ１３３０ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 13.30

内用薬 ３９６１００８Ｆ２３１０ グリメピリド ３ｍｇ１錠 　　　グリメピリド錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 31.10

内用薬 ３９６１００８Ｆ２３２９ グリメピリド ３ｍｇ１錠 　　　グリメピリド錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 31.10

内用薬 ３９６１００８Ｆ２３３７ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 31.10

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 



3

内用薬 ２１７１００５Ｆ２１１０ ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 コロンメン錠「１００」 辰巳化学 後発品 6.70

内用薬 ６２１９００１Ｈ１０６４ サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠
サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 34.80

内用薬 ３３９９００６Ｆ１２７１ サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 56.50

内用薬 ３３９９００６Ｆ２２７８ サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 97.70

内用薬 ２１２９００２Ｍ１１２４ ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピランカプセル５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 7.90

内用薬 ６２４１００８Ｆ１０９０ 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シバスタン錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 16.50

内用薬 ２１９００１８Ｆ２１４８ ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠
ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 ２１９００１８Ｆ３１６０ ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠
ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 ６２４１００８Ｆ１１０４ 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 14.40

内用薬 ２３９９００５Ｆ１１７５ ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ジャックマール錠５ 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 ２１８９０１１Ｆ２１３７ シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンスタチン錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 109.40

内用薬 ２１８９０１１Ｆ３１２５ シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンスタチン錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 218.80

内用薬 ２１８９０１１Ｆ１２０３ シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 59.60

内用薬 ２１８９０１１Ｆ１１９０ シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 66.10

内用薬 ２１８９０１１Ｆ２１４５ シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 106.60

内用薬 ２１８９０１１Ｆ２１７０ シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 151.50

内用薬 ２１８９０１１Ｆ２１６１ シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 69.40

内用薬 ２１８９０１１Ｆ２１５３ シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 122.60

内用薬 ２１８９０１１Ｆ３１３３ シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 213.20

内用薬 ２１８９０１１Ｆ３１５０ シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 138.80

内用薬 ２１８９０１１Ｆ３１４１ シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 227.40

内用薬 ４４９００１６Ｍ１０７４ スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 36.10

内用薬 ２２５１００１Ｍ３０２１ テオフィリン ５０ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル５０ｍｇ サンド 後発品 7.90

内用薬 ２１４９０１０Ｆ１１３０ メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 　　　ゼグミューラー錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 １１２４０２０Ｆ１０３３ ブロマゼパム １ｍｇ１錠 セニラン錠１ｍｇ サンド 後発品 3.90

内用薬 ２１４４００３Ｆ３０７２ アラセプリル ５０ｍｇ１錠 　　　セプリノック錠５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 9.70

内用薬 ２５９０００８Ｆ１１１５ タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 27.10

内用薬 ２５９０００８Ｆ１１２３ タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 42.10

内用薬 ２５９０００８Ｆ２１１１ タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 65.50

内用薬 ２５９０００８Ｆ２１２０ タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 86.70

内用薬 ２５９０００８Ｎ１１７９ タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 42.10

内用薬 ２５９０００８Ｎ２１８３ タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 86.70

内用薬 ４２９１００３Ｆ１２２８ タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 52.20

内用薬 ２１４９０３１Ｆ１０６０ ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 タルロング錠５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 26.70

内用薬 １１４９０２５Ｆ１０５１ チアプロフェン酸 １００ｍｇ１錠 チオガム錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 5.60

内用薬 ２２５１００１Ｆ３１４６ テオフィリン ２００ｍｇ１錠 チルミン錠２００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.90

内用薬 ２１４９０２６Ｆ１１２３ ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 　　　ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 9.20

内用薬 ２１４９０２６Ｆ１１４０ ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 　　　ドキサゾシン錠０．５㎎「サワイ」 沢井製薬 後発品 10.00

内用薬 ２１４９０２６Ｆ１１３１ ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 　　　ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.10

内用薬 ２１４９０２６Ｆ４１２２ ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 73.20

内用薬 ２１４９０２６Ｆ４１４９ ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 　　　ドキサゾシン錠４㎎「サワイ」 沢井製薬 後発品 52.40

内用薬 ２１４９０２６Ｆ４１３０ ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 　　　ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 52.00

内用薬 ２１４９０２６Ｆ１１５８ ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 　　　ドキサゾン錠０．５ｍｇ 日医工 後発品 9.60
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内用薬 ２１４９０２６Ｆ４１５７ ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 　　　ドキサゾン錠４ｍｇ 日医工 後発品 57.80

内用薬 ２１４９０２６Ｆ１１６６ ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドナシン錠０．５ｍｇ 東和薬品 後発品 9.20

内用薬 ２１４９０２６Ｆ４１６５ ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドナシン錠４ｍｇ 東和薬品 後発品 73.20

内用薬 １１９００１２Ｆ３１１８ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３０７０ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３０４５ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３１２６ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３１３４ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３０６１ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３１４２ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３１５０ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３１６９ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３０５３ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３１００ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３１７７ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３１８５ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３１９３ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３０３７ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３０８８ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３２０７ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３２１５ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３２２３ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３２３１ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３２４０ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３２５８ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「モチダ」 ダイト 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３０９６ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４１１４ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４０７６ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４０４１ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４１２２ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４１３０ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４０６８ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４１４９ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４１５７ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４１６５ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４０５０ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４１０６ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４１７３ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４１８１ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４１９０ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４０３３ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４０８４ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４２０３ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 284.80
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内用薬 １１９００１２Ｆ４２１１ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４２２０ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４２３８ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４２４６ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４２５４ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「モチダ」 ダイト 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４０９２ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ３２６６ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム３ｍｇ「ＥＥ」 救急薬品工業 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ４２６２ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「ＥＥ」 救急薬品工業 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｃ１０３８ ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 　　　ドネペジル塩酸塩細粒０．５％「アメル」 共和薬品工業 後発品 269.70

内用薬 １１９００１２Ｃ１０４６ ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 　　　ドネペジル塩酸塩細粒０．５％「サワイ」 沢井製薬 後発品 269.70

内用薬 １１９００１２Ｃ１０５４ ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 　　　ドネペジル塩酸塩細粒０．５％「日医工」 日医工 後発品 269.70

内用薬 １１９００１２Ｆ１１２３ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１０８５ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１０６９ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１１３１ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１１４０ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１１５８ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１１６６ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１１７４ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１１８２ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１１９０ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１０７７ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１２０４ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１２１２ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１２２０ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１０４２ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１０５０ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１１０７ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１０９３ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１２３９ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１２４７ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１２５５ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１０３４ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１２６３ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１２７１ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ１１１５ ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 190.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２１２０ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２０８１ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２０６５ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２１３８ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２１４６ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２１５４ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２１６２ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 284.80
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内用薬 １１９００１２Ｆ２１７０ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２１８９ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２１９７ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２０７３ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２２００ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２２１９ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２２２７ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２０４９ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２０５７ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２１０３ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２０９０ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２２３５ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２２４３ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２２５１ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２０３０ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２２６０ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２２７８ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 284.80

内用薬 １１９００１２Ｆ２１１１ ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　　　ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 284.80

内用薬 １１２４００７Ｆ１１００ トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ｢タナベ｣ 長生堂製薬 後発品 5.80

内用薬 １１２４００７Ｆ１０９７ トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 １１２４００７Ｆ２１９０ トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 6.50

内用薬 １１２４００７Ｆ２２１２ トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ｢タナベ｣ 長生堂製薬 後発品 6.50

内用薬 １１２４００７Ｆ２２０４ トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 １１２４００７Ｆ１１１９ トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアラム錠０．１２５ｍｇ 小林化工 後発品 5.80

内用薬 ２１１９００３Ｍ１２７０ ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル トリデミンカプセル５ｍｇ イセイ 後発品 5.60

内用薬 ２１７１００５Ｆ２１２９ ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 トルクシール錠１００ｍｇ 日新製薬 後発品 6.70

内用薬 ２３９９００５Ｆ１１８３ ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 6.10

内用薬 ３９６９００６Ｆ１０４６ ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 　　　ナテグリニド錠３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 14.70

内用薬 ３９６９００６Ｆ２０４２ ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 　　　ナテグリニド錠９０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 36.60

内用薬 ２３２５００５Ｍ２０９６ ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 　　　ニザチジンカプセル７５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 11.90

内用薬 ２３２５００５Ｍ２１００ ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 　　　ニザチジンカプセル７５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 18.00

内用薬 ２３２５００５Ｍ１１５４ ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 　　　ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 20.60

内用薬 ２１７１０１９Ｆ２０６６ ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソミナード錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 31.50

内用薬 ２１７１０１９Ｆ２０７４ ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 31.50

内用薬 １２４９００３Ｆ１３１０ トルペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ニチペリゾン錠５０ｍｇ 日新製薬 後発品 5.20

内用薬 １１２４００３Ｆ２２６５ ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.40

内用薬 １１２４００３Ｆ３１５６ ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 ２５９０００８Ｎ１１８７ タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ハロネロールカプセル０．１ｍｇ 長生堂製薬 後発品 44.10

内用薬 ３１３３００１Ｃ３０４３ パンテチン ５０％１ｇ パンテチン細粒５０％「ＫＮ」 小林化工 後発品 12.50

内用薬 ４２９１００９Ｆ１２３３ ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 518.40

内用薬 ４２９１００９Ｆ１２４１ ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 518.40

内用薬 ２３２５００３Ｆ１２６１ ファモチジン １０ｍｇ１錠 　　　ファモチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 後発品 11.50

内用薬 ２３２５００３Ｆ２２８４ ファモチジン ２０ｍｇ１錠 　　　ファモチジン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 後発品 15.80
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内用薬 ４４２０００２Ｆ２０８３ ブシラミン ５０ｍｇ１錠 　　　ブシラント錠５０ 小林化工 後発品 28.20

内用薬 ２１８９０１０Ｆ１３２２ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 　　　プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 23.90

内用薬 ２１８９０１０Ｆ１３３０ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 　　　プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 27.30

内用薬 ２１８９０１０Ｆ２３４５ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 　　　プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 52.00

内用薬 ２１８９０１０Ｆ２３５３ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 　　　プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 50.80

内用薬 １１７９０２８Ｆ１０７０ ブロムペリドール １ｍｇ１錠 プリンドリル錠１ メディサ新薬 後発品 5.70

内用薬 １１２４００８Ｆ２０６３ フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 フルトラース錠２ｍｇ シオノケミカル 後発品 7.20

内用薬 １１２４００８Ｆ１０７５ フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 １１２４００８Ｆ２０７１ フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 6.20

内用薬 ２１９０００５Ｆ１２５０ イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 フレザニール錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 ３３９９００２Ｆ１２５７ シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 　　　プレトモール錠５０ 旭化成ファーマ 後発品 35.60

内用薬 ２１３９００５Ｆ２４３１ フロセミド ４０ｍｇ１錠 　　　フロセミド錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 6.30

内用薬 ３９４３００１Ｆ２２１３ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　　　プロデック錠５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 3.10

内用薬 ２２３４００１Ｆ１３３９ ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 5.00

内用薬 ２１８３００５Ｇ２１２５ ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 　　　ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 6.30

内用薬 ２１４４００７Ｆ１０４３ ベナゼプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ベナゼップ錠２．５ 沢井製薬 後発品 15.50

内用薬 ２１４４００７Ｆ３０４６ ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベナゼップ錠１０ 沢井製薬 後発品 62.00

内用薬 ２１７１０２１Ｆ１２２９ ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 　　　ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 15.40

内用薬 ２１７１０２１Ｆ３２１３ ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 　　　ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 46.00

内用薬 １１７９０４３Ｆ１０４０ ペロスピロン塩酸塩水和物 ４ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 15.40

内用薬 １１７９０４３Ｆ２０４７ ペロスピロン塩酸塩水和物 ８ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 28.80

内用薬 １１７９０４３Ｆ３０３５ ペロスピロン塩酸塩水和物 １６ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠１６ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 53.80

内用薬 ３９４９００２Ｆ１１１８ ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.30

内用薬 ３９６９００４Ｆ１２６８ ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 　　　ボグリボース錠０．２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.50

内用薬 ３９６９００４Ｆ１２７６ ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 　　　ボグリボース錠０．２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 15.40

内用薬 ３９６９００４Ｆ２２６４ ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 　　　ボグリボース錠０．３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 33.30

内用薬 ３９６９００４Ｆ２２７２ ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 　　　ボグリボース錠０．３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 21.90

内用薬 １１７９００８Ｆ２０６１ マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 マプロミール錠２５ｍｇ 小林化工 後発品 12.80

内用薬 １１７９００８Ｆ３０５０ マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 マプロミール錠５０ｍｇ 小林化工 後発品 22.80

内用薬 ２１７１００６Ｆ１３３０ ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ミオカルジー錠３０ｍｇ 日新製薬 後発品 3.10

内用薬 １１７９０４０Ｆ４１２７ ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 46.00

内用薬 ２２３３００２Ｆ２０９０ カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 ムコチオ錠５００ｍｇ 小林化工 後発品 8.90

内用薬 ２３９９００９Ｆ２１０２ メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 58.50

内用薬 ２３９９００９Ｆ２０９９ メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 78.20

内用薬 ２３９９００９Ｆ２１１０ メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 69.80

内用薬 ２３９９００９Ｆ２０８０ メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 63.40

内用薬 ２１４９０１０Ｆ２２１８ メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 　　　メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 ４４９００１４Ｆ１２０３ エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ユピテル錠１０ 岩城製薬 後発品 45.00

内用薬 ２１９０００５Ｆ２１６７ イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 ヨウアジール錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１２５２ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 106.40

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２２５９ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 197.10

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１２６０ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ゼリア」 ゼリア新薬工業 後発品 106.40

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２２６７ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ゼリア」 ゼリア新薬工業 後発品 197.10
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内用薬 ２３２９０２３Ｆ１１０１ ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 65.30

内用薬 ２３２９０２３Ｆ２１０８ ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 122.10

内用薬 ２３２９０２３Ｍ１１４３ ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 65.30

内用薬 ２３２９０２３Ｍ２１４０ ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 122.10

内用薬 ２１４４００６Ｆ１０９０ リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 　　　リシノプリル錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 9.20

内用薬 ２１４４００６Ｆ３０９２ リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 　　　リシノプリル錠２０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 14.50

内用薬 １１７９０３８Ｆ７０３０ リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 7.10

内用薬 １１７９０３８Ｓ２０５２ リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１包 　　　リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 37.00

内用薬 １１７９０３８Ｓ３０５９ リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 　　　リスペリドン内用液分包１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 67.40

内用薬 １１７９０３８Ｓ４０５５ リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 　　　リスペリドン内用液分包２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 117.60

内用薬 １１７９０３８Ｓ５０４３ リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 　　　リスペリドン内用液分包３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 180.60

内用薬 ３９９９０１９Ｆ１０６９ リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 88.30

内用薬 ３９９９０１９Ｆ１０５０ リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 　　　リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 88.30

内用薬 ３９９９０１９Ｆ１０８５ リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Nａ錠２．５ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 88.30

内用薬 ３９９９０１９Ｆ１０７７ リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 88.30

内用薬 ３９９９０１９Ｆ１０９３ リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 　　　リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 88.30

内用薬 ３９９９０１９Ｆ１１０７ リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 88.30

内用薬 ３９９９０１９Ｆ１１１５ リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 　　　リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 88.30

内用薬 ３９９９０１９Ｆ１１２３ リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 　　　リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 88.30

内用薬 ３９９９０１９Ｆ１１３１ リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 　　　リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 88.30

内用薬 ３９９９０１９Ｆ１１４０ リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 　　　リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ユートク」 大興製薬 後発品 88.30

内用薬 ３９９９０１９Ｆ１１５８ リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 　　　リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 88.30

内用薬 ２１８９０１１Ｆ３１６８ シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 リポザート錠２０ 大洋薬品工業 後発品 150.40

内用薬 ２１９０００５Ｆ１２６８ イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 リンブレーン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.40

内用薬 ２３２９０２１Ｆ１２９３ レバミピド １００ｍｇ１錠 　　　レバミピド錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 11.70

内用薬 ６２４１０１３Ｃ１１１７ レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「ファイザー」 ファイザー 後発品 108.60

内用薬 ６２４１０１３Ｆ１２７０ レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 60.90

内用薬 １１４９０１９Ｆ１５７９ ロキソプロフェンナトリウム ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 5.60

内用薬 ４４９００２７Ｆ２１００ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２０５３ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２０３７ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２０８８ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２０６１ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２１１８ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２１２６ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンOD錠１０ｍｇ「ケミファ」 ダイト 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２１３４ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２１４２ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２０７０ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２１５０ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２０４５ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２１６９ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２１７７ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２１８５ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 81.30
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内用薬 ４４９００２７Ｆ２１９３ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２２０７ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２０９６ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ２２１５ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「モチダ」 救急薬品工業 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１１１１ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１０４９ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１０３０ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１０８１ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１０５７ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１０７３ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１１２０ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ケミファ」 ダイト 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１１３８ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１１４６ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１０６５ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１１５４ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１０９０ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１１６２ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１１７０ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１１８９ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｆ１１０３ ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 81.30

内用薬 ４４９００２７Ｒ１０４５ ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「タナベ」 長生堂製薬 後発品 167.90

内用薬 ４４９００２７Ｒ１０５３ ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「トーワ」 東和薬品 後発品 167.90

内用薬 ４４９００２７Ｒ１０３７ ロラタジン １％１ｇ ロラタジンドライシロップ１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 167.90

内用薬 ６１３１００１Ｃ１２４４ アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒１００ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 9.70

注射薬 ３３１９５５０Ａ６０８０ 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 アクマルト輸液 光製薬 後発品 126

注射薬 ３３１９５５１Ａ８０３７ ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 アクメイン注 光製薬 後発品 147

注射薬 ６２５０４０１Ｆ１２２８ アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 962

注射薬 ６１１９４００Ａ３０７０ アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管
　　　アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 1,471

注射薬 ６１１９４００Ａ１１０７ アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管
　　　アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 2,737

注射薬 ６１１９４００Ａ２１０３ アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管
　　　アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 3,141

注射薬 ６１１９４００Ａ４０６８ アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管
　　　アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 4,154

注射薬 ７２１９４１５Ｈ６０５７ イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ１瓶 イオヘキソール３００注１５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 8,993

注射薬 ７２１９４１５Ｇ７０７４ イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ１筒 イオベリン３００注シリンジ１２５ｍＬ 大洋薬品工業 後発品 6,969

注射薬 ７２１９４１５Ｈ６０６５ イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注１５０ｍＬ 大洋薬品工業 後発品 7,583

注射薬 ７２１９４１５Ｇ８０５４ イオヘキソール ７５．４９％７０ｍＬ１筒 イオベリン３５０注シリンジ７０ｍＬ 大洋薬品工業 後発品 6,335

注射薬 ６１３９５０１Ｄ１０７９
イミペネム、シラスタチンナトリウ
ム

２５０ｍｇ１瓶
　　　イミペネム・シラスタチン点滴用０．２５ｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 793

注射薬 ４２４０４０４Ａ１１２１ イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 4,197

注射薬 ４２４０４０４Ａ２１２８ イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 後発品 9,530

注射薬 １１９０４０１Ｇ１１７４ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「トーワ」 東和薬品 後発品 5,511

注射薬 ４２４０４０３Ａ２０７７ エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 4,499

注射薬 ４２４０４０３Ａ２０８５ エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 4,499

注射薬 ２１９０４１５Ａ１０３８
エポプロステノールナトリウム専
用溶解液

５０ｍＬ１瓶 エポプロステノール静注用「Ｆ」専用溶解液 富士製薬工業 後発品 1,676

注射薬 ２１９０４１５Ａ１０４６
エポプロステノールナトリウム専
用溶解液

５０ｍＬ１瓶
エポプロステノール静注用「タイヨー」専用溶解
用液

大洋薬品工業 後発品 1,676
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注射薬 ２１９０４１３Ｆ２０３２ エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 12,280

注射薬 ２１９０４１３Ｆ１０３６ エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 14,926

注射薬 ２１９０４１３Ｆ２０４０ エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 12,280

注射薬 ２１９０４１３Ｆ１０４４ エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 14,926

注射薬 ２１９０４１３Ｆ３０３９ エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 25,197

注射薬 ２１９０４１３Ｆ４０３５ エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 26,286

注射薬 ２１９０４１３Ｆ３０４７ エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 25,197

注射薬 ２１９０４１３Ｆ４０４３ エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 26,286

注射薬 ７２１９４１２Ｐ１０６４ イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１筒 オイパロミン３７０注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 3,016

注射薬 ３９９９４１１Ｄ１１９６ オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 　　　オザグレルＮａ注射用２０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 503

注射薬 ３９９９４１１Ｄ２０７９ オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 　　　オザグレルＮａ注射用４０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 821

注射薬 ３９９９４１１Ａ３０７９ オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オザグレルNａ点滴静注液２０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 717

注射薬 ３９９９４１１Ａ６０７８ オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルNａ点滴静注液４０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 1,111

注射薬 ３９９９４１１Ａ４０７５ オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルNａ点滴静注液８０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 2,101

注射薬 ３９９９４１１Ｇ５０６６ オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「タカタ」 高田製薬 後発品 1,624

注射薬 ２３９１４０１Ａ２０５７ オンダンセトロン塩酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液２ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 2,309

注射薬 ２３２５４０１Ａ４０３８ ファモチジン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ガスドック静注１０ｍｇ キョーリンリメディオ 後発品 104

注射薬 ２３２５４０１Ｄ２０７４ ファモチジン １０ｍｇ１管 　　　ガスポート注射用１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 104

注射薬 ７２９０４０５Ｇ１０８６ ガドペンテト酸メグルミン
３７．１４％
５ｍＬ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シリン
ジ５ｍＬ「トーワ」

東和薬品 後発品 3,449

注射薬 ７２９０４０５Ａ７０８１ ガドペンテト酸メグルミン
３７．１４％
１０ｍＬ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シリン
ジ１０ｍＬ「トーワ」

東和薬品 後発品 5,486

注射薬 ７２９０４０５Ａ８０８８ ガドペンテト酸メグルミン
３７．１４％
１５ｍＬ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シリン
ジ１５ｍＬ「トーワ」

東和薬品 後発品 6,143

注射薬 ７２９０４０５Ａ９０８４ ガドペンテト酸メグルミン
３７．１４％
２０ｍＬ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シリン
ジ２０ｍＬ「トーワ」

東和薬品 後発品 7,501

注射薬 ２３２５４０１Ｄ２０８２ ファモチジン １０ｍｇ１管 　　　ガモファー注射用１０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 99

注射薬 ４２９１４０３Ａ１１００ カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 3,727

注射薬 ４２９１４０３Ａ２１０６ カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 9,286

注射薬 ４２９１４０３Ａ３１０２ カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 21,014

注射薬 ３２３９５１４Ｘ２０４６ 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 カロナリーＨ輸液 扶桑薬品工業 後発品 707

注射薬 ３２３９５１３Ｘ２０４１ 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 カロナリーＭ輸液 扶桑薬品工業 後発品 526

注射薬 ３２３９５１２Ｘ２０４７ 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 カロナリーＬ輸液 扶桑薬品工業 後発品 556

注射薬 ２１３３４００Ｄ４０２２ カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１瓶 カンレノ酸カリウム静注用１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 164

注射薬 ２１３３４００Ｄ３０３４ カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１瓶 カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 276

注射薬 ２１９０５０１Ａ５０７２ 濃グリセリン、果糖 ５００ｍＬ１袋 グリセレブ点滴静注 テルモ 後発品 412

注射薬 ２１９０５０１Ａ３０９６ 濃グリセリン、果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリポーゼ注 扶桑薬品工業 後発品 475

注射薬 ６１１２４０１Ａ１１３５ クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管
　　　クリンダマイシンリン酸エステル注射液３００
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 202

注射薬 ６１１２４０１Ａ２１５８ クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管
　　　クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 294

注射薬 ４２２４４０３Ｄ１１０３ ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 3,600

注射薬 ４２２４４０３Ｄ２１００ ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 16,770

注射薬 １１２４４０２Ａ１０４９ ジアゼパム ５ｍｇ１管 ジアゼパム注射液５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 43

注射薬 ３４２０４２１Ａ６０５８
ブドウ糖、塩化ナトリウム、乳酸ナ
トリウム、塩化カルシウム、塩化
マグネシウム

１Ｌ１袋（排液用バッグ付） ステイセーフバランス　１／４．２５　腹膜透析液
フレゼニウス メディカル
ケア ジャパン

後発品 1,301

注射薬 ３４２０４２１Ａ４０４７
ブドウ糖、塩化ナトリウム、乳酸ナ
トリウム、塩化カルシウム、塩化
マグネシウム

２Ｌ１袋 ステイセーフバランス　１／４．２５　腹膜透析液
フレゼニウス メディカル
ケア ジャパン

後発品 868

注射薬 ３４２０４１１Ａ４０６０
ブドウ糖、塩化ナトリウム、乳酸ナ
トリウム、塩化カルシウム、塩化
マグネシウム

２Ｌ１袋 ステイセーフバランス　２／４．２５　腹膜透析液
フレゼニウス メディカル
ケア ジャパン

後発品 919

注射薬 ３３１１４０２Ｐ２０８２ 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「テルモ」５ｍＬ テルモ 後発品 126

注射薬 ３３１１４０２Ｇ７０８４ 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ テルモ 後発品 127
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注射薬 ３３１１４０２Ｇ８０８０ 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「テルモ」２０ｍＬ テルモ 後発品 129

注射薬 ６１３２４０１Ｄ１０５３ セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 　　　セファゾリンＮａ注射用０．２５ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 54

注射薬 ６１３２４０１Ｄ２１０６ セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 　　　セファゾリンＮａ注射用０．５ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 102

注射薬 ６１３２４０１Ｄ３１８８ セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 　　　セファゾリンＮａ注射用１ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 191

注射薬 ６１３２４０１Ｄ４１７６ セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 　　　セファゾリンＮａ注射用２ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 358

注射薬 ６１３２４０１Ｄ１０６１ セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶
　　　セファゾリンナトリウム注射用０．２５ｇ「日医
工」

日医工ファーマ 後発品 33

注射薬 ６１３９５００Ｆ１０９１
スルバクタムナトリウム、セフォペ
ラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 セフォセフ静注用０．５ｇ 沢井製薬 後発品 368

注射薬 ６１３９５００Ｆ１１０５
スルバクタムナトリウム、セフォペ
ラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 セフォン静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 後発品 415

注射薬 ６１３２４１８Ｆ１１２２ セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 　　　セフタジジム静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 640

注射薬 ６１３２４１９Ｇ１０５０ セフトリアキソンナトリウム水和物
１ｇ１キット（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 918

注射薬 ６１３２４０１Ｄ１０７０ セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 　　　セフマゾン注射用０．２５ｇ ニプロファーマ 後発品 54

注射薬 ６１３２４０８Ｆ１０３０ セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 　　　セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 98

注射薬 ６１３２４０８Ｆ１０４８ セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 　　　セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 112

注射薬 ６１３２４０８Ｆ２０４４ セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶 　　　セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 218

注射薬 ６１３２４０８Ｆ３１６４ セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 　　　セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 423

注射薬 ６１３２４０８Ｆ４１４４ セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 　　　セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 821

注射薬 ６１３２４０８Ｆ１０５６ セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶
　　　セフメタゾールナトリウム静注用０．２５ｇ「日
医工」

日医工ファーマ 後発品 80

注射薬 ６１３２４０８Ｆ２０５２ セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶
　　　セフメタゾールナトリウム静注用０．５ｇ「日
医工」

日医工ファーマ 後発品 160

注射薬 ３３１９５５１Ａ８０４５ ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 ソリューゲンＧ注 アイロム製薬 後発品 147

注射薬 ３３１９５５１Ａ８０５３ ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 ソルアセトＤ輸液 テルモ 後発品 161

注射薬 ２１９０４０２Ｄ３０５６ アルプロスタジルアルファデクス ２０μｇ１瓶 タンデトロン注射用２０ 高田製薬 後発品 485

注射薬 ３３１１４０２Ｐ５０２２ 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット テルモ生食ＴＫ テルモ 後発品 174

注射薬 ３２３１４００Ｐ７０２３ ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット テルモ糖注ＴＫ テルモ 後発品 188

注射薬 ６１１３４００Ａ２０３７ バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶 　　　点滴静注用バンコマイシン１．０「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 2,131

注射薬 ３９９９４０７Ｄ１２１１ ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 336

注射薬 ２１４９４００Ａ１１１６ ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 　　　ニカルジピン塩酸塩注２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 92

注射薬 ２１４９４００Ａ２１３９ ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 　　　ニカルジピン塩酸塩注１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 316

注射薬 ２１４９４００Ａ３０６２ ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 　　　ニカルジピン塩酸塩注２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 638

注射薬 ２１７１４０３Ｇ１０２４ ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１筒
ニトログリセリン注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「テ
ルモ」

テルモ 後発品 1,791

注射薬 ６１３９５００Ｆ１１１３
スルバクタムナトリウム、セフォペ
ラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 バクフォーゼ静注用０．５ｇ 東和薬品 後発品 407

注射薬 ６１１２４０１Ａ１１４３ クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 　　　ハンダラミン注３００ｍｇ 東和薬品 後発品 202

注射薬 ６１３９５０４Ｆ１１０３
スルバクタムナトリウム、アンピシ
リンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用０．７５ｇ 日医工 後発品 429

注射薬 ２３２５４０１Ｄ２０９０ ファモチジン １０ｍｇ１管 　　　ファモチジン注射用１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 94

注射薬 ２３２５４０１Ｄ３０４６ ファモチジン ２０ｍｇ１瓶 　　　ファモチジン注射用２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 161

注射薬 ６１３５４００Ｆ１０９４ ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 　　　フラゼミシン静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 後発品 138

注射薬 １１１９４０２Ａ３０４１ プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール注１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 2,364

注射薬 ３３３４４０２Ｇ８０４２ ヘパリンナトリウム ３,０００単位２０ｍＬ１筒
ヘパフィルド透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２０
ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 206

注射薬 ３３３４４０２Ｐ１０４８ ヘパリンナトリウム ４,０００単位２０ｍＬ１筒
ヘパフィルド透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０
ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 212

注射薬 ６１３５４００Ｆ１１０８ ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 　　　ホスカリーゼ静注用０．５ｇ シオノケミカル 後発品 153

注射薬 ２４５６４００Ｄ１０７５
メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム

４０ｍｇ１瓶
(溶解液付)

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用
４０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 112

注射薬 ２４５６４００Ｄ２１０１
メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶
(溶解液付)

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用
１２５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 315

注射薬 ２４５６４００Ｄ３１０８
メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム

５００ｍｇ１瓶
(溶解液付)

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用
５００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,106

注射薬 ２４５６４００Ｄ４０８２
メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム

１ｇ１瓶
(溶解液付)

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用
１０００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 2,073

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 
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局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 

局 
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注射薬 ６１３９５０４Ｆ１１１１
スルバクタムナトリウム、アンピシ
リンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ユーシオン－Ｓ静注用０．７５ｇ 沢井製薬 後発品 451

注射薬 ３３１９５５１Ａ９０３３ ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 リナセート輸液 味の素製薬 後発品 168

注射薬 ６１３２４０８Ｆ１０６４ セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 　　　リリアジン静注用０．２５ｇ 東和薬品 後発品 112

注射薬 ６１３２４０８Ｆ２０６０ セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶 　　　リリアジン静注用０．５ｇ 東和薬品 後発品 210

注射薬 ３９２９４０７Ｄ２１５９ レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶
レボホリナートカルシウム点滴静注用１００ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 5,220

外用薬 １３１９７２０Ｑ５１００ ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ティアバランスミニムス点眼液０．３％ 千寿製薬 後発品 17.90

外用薬 １３１９７３６Ｑ１１２２ トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 596.90

外用薬 ２６１９７０２Ｑ５０４９ クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ ネオクレミール消毒液５％ サンケミファ 後発品 10.70

外用薬 ２６１１７００Ｑ２０３４ 次亜塩素酸ナトリウム １０％１０ｇ ハイポライト消毒液１０％ サンケミファ 後発品 5.80

外用薬 １１４１７００Ｊ１１００ アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 パラセタ坐剤小児用５０ シオエ製薬 後発品 17.50

外用薬 １３１９７２０Ｑ３１４０ ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」 ファイザー 後発品 216.90

外用薬 １３１９７２０Ｙ２０３９ ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ファイザー」 ファイザー 後発品 309.00

外用薬 １３１９７２０Ｑ３１５９ ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 216.90

外用薬 １３１９７２０Ｑ３１６７ ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ＴＳ｣ テイカ製薬 後発品 216.90

外用薬 １３１９７２０Ｙ２０４７ ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 309.00

外用薬 １３１９７２０Ｙ２０５５ ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「ＴＳ｣ テイカ製薬 後発品 309.00

外用薬 ２６４６７３０Ｑ１０４２
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
ローション０．０５％「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 16.60

外用薬 １３１９７３９Ｑ１２７４ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 556.60

外用薬 １２１４７０１Ｓ１０６０ リドカイン
（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５
０．０ｍｍ１枚

リドカインテープ１８ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 37.40

外用薬 １２１４７０１Ｓ１０７８ リドカイン
（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５
０．０ｍｍ１枚

リドカインテープ１８ｍｇ「ニプロ」 ニプロパッチ 後発品 37.40

外用薬 １１４９７００Ｊ１０９４ ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 レイナノン坐剤５０ シオノケミカル 後発品 27.80

外用薬 １３１９７４６Ｑ１０９６ レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 114.10

外用薬 １３１９７４２Ｑ１１１０ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「アメル」 共和薬品工業 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１０７１ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＮＰ」 日東メディック 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１０５５ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＦＦＰ」 興和 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１１２８ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１１３６ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「科研」 ダイト 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１１４４ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「キッセイ」 キッセイ薬品工業 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１１５２ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１１６０ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１０６３ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１０４７ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１１７９ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「タカタ」 高田製薬 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１０９８ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１０８０ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１１８７ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「トーワ」 東和薬品 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１１９５ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「日医工」 日医工 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１２０９ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「日新」 日新製薬 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１２１７ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「日点」 日本点眼薬研究所 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１２２５ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１１０１ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 92.00

外用薬 １３１９７４２Ｑ１２３３ レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「わかもと」 わかもと製薬 後発品 92.00

局 

局 
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平成２３年７月１２日

区分 医薬品コード 一 般 名 規　格 品　　　　　名 メーカー名
診療報酬において
加算等の算定対象
となる後発医薬品

薬 価

内用薬 １１４９０３５Ｆ１２２５ メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 23.20

内用薬 １１４９０３５Ｆ２２２１ メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 34.40

内用薬 １１７９０３８Ｆ４０６５ リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 11.20

内用薬 １１７９０３８Ｆ１１８０ リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 17.90

内用薬 １１７９０３８Ｆ２１８６ リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 23.10

内用薬 １１７９０３８Ｆ３１７４ リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 34.30

平成２３年６月２４日

区分 医薬品コード 一 般 名 規　格 品　　　　　名 メーカー名
診療報酬において
加算等の算定対象
となる後発医薬品

薬 価

内用薬 ２１４４００６Ｆ３０７６ リシノプリル ２０ｍｇ１錠 　局　アスラーン錠２０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 19.20

内用薬 ２１２３０１４Ｆ１０４３ 塩酸アロチノロール ５ｍｇ１錠 アセメール錠５ メディサ新薬 後発品 9.40

内用薬 ２１７１０１４Ｇ１２４０ ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アテネラートＬ錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 ２１７１０１４Ｍ１１４７ ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル アテネラートソフトカプセル５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 ２２５１００１Ｆ１０５４ テオフィリン ５０ｍｇ１錠 アーデフィリン錠５０ 沢井製薬 後発品 5.30

内用薬 ２２５１００１Ｆ３１１１ テオフィリン ２００ｍｇ１錠 アーデフィリン錠２００ 沢井製薬 後発品 5.90

内用薬 ４４９０００４Ｆ１０６４ 塩酸アゼラスチン ０．５ｍｇ１錠 アドメッセン錠０．５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.30

内用薬 ６１３１００１Ｍ１０９６ アモキシシリン １２５ｍｇ１カプセル 　局　アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「タツミ」 辰巳化学 後発品 6.80

内用薬 ６１３１００１Ｃ１２３６ アモキシシリン １００ｍｇ１ｇ アモキシシリン細粒１０％「タツミ」 辰巳化学 後発品 6.20

内用薬 ３１１２００１Ｍ１２２４ アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルシオドールカプセル０．２５μｇ シオノケミカル 後発品 5.10

内用薬 ３１１２００１Ｍ１２３２ アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル
アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.50

内用薬 ３１１２００１Ｍ１２４０ アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル
アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.10

内用薬 ２１２３０１４Ｆ１０５１ 塩酸アロチノロール ５ｍｇ１錠 アロチノイル錠５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 7.90

内用薬 ２１２３０１４Ｆ１０６０ 塩酸アロチノロール ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.40

内用薬 ２１２３０１４Ｆ２１９８ 塩酸アロチノロール １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.10

内用薬 ２１２３０１４Ｆ１０７８ 塩酸アロチノロール ５ｍｇ１錠 アロチノン錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 7.90

内用薬 １１４９００１Ｆ２１９２ イブプロフェン ２００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 8.60

内用薬 １１４９００１Ｆ２２０６ イブプロフェン ２００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠２００ｍｇ「タツミ」 辰巳化学 後発品 8.60

内用薬 ２１４４００５Ｆ２０４０ シラザプリル ０．５ｍｇ１錠 　局　インヒロック錠０．５ メディサ新薬 後発品 29.70

内用薬 ２５９０００５Ｆ３０８４ 塩酸オキシブチニン １ｍｇ１錠 ウルゲント錠１ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 １１７９０２５Ｆ２１４６ エチゾラム １ｍｇ１錠 　局　エチゾラン錠１ｍｇ 小林化工 後発品 6.30

内用薬 １１４９０３２Ｆ１１０８ エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００「ＫＮ」 小林化工 後発品 9.60

内用薬 １１４９０３２Ｆ２１５５ エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 13.60

内用薬 ２１４４００２Ｆ１２３７ マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 　局　エナラート錠２．５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.50

内用薬 ４４９００１９Ｆ１１６８ エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 38.50

内用薬 ４４９００１９Ｆ２１６４ エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 57.90

内用薬 ４４９００１４Ｆ１１６５ 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・オー新薬 後発品 28.10

内用薬 ４４９００１４Ｒ１０６４ 塩酸エピナスチン １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用「日医工」 日医工 後発品 33.40

内用薬 ２５９０００５Ｆ３０９２ 塩酸オキシブチニン １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 ２３２９０２２Ｈ２１３９ オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 49.10

内用薬 ２１１９００３Ｆ１１２３ ユビデカレノン ５ｍｇ１錠 カイトロン錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 ３９４９００２Ｆ１０７０ ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ガウトマロン錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.40

内用薬 ２１７１０１４Ｍ１１５５ ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル カサンミルカプセル５ｍｇ 全星薬品工業 後発品 5.60
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内用薬 ２１４９０２６Ｆ１０７７ メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 カズマリン錠０．５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 10.00

内用薬 ２１４９０２６Ｆ４０７６ メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 カズマリン錠４ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 52.40

内用薬 １１６９１０１Ｆ２０６１ レボドパ・カルビドパ １錠 カルコーパ配合錠Ｌ２５０ 共和薬品工業 後発品 37.80

内用薬 ３１１２００４Ｍ２１７８ カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルデミンカプセル０．５μｇ 龍角散 後発品 40.30

内用薬 ２１１９００３Ｍ１２４６ ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル カルビキノンカプセル５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 6.00

内用薬 ２１４９０３２Ｆ１０８０ カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 29.80

内用薬 ２１４９０３２Ｆ２０８７ カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 50.10

内用薬 ２１４９０２６Ｆ１０８５ メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 カルメゾシン錠０．５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 8.40

内用薬 ２１４９０２６Ｆ４０８４ メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 カルメゾシン錠４ｍｇ 長生堂製薬 後発品 37.00

内用薬 ３９４９００２Ｆ１０８８ ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 キランガ錠２５ｍｇ イセイ 後発品 5.60

内用薬 ６１４９００３Ｆ１１９８ クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 　局　クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 25.00

内用薬 ６１４９００３Ｆ２２１６ クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 　局　クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 41.40

内用薬 ３９６１００８Ｆ４０６２ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 13.30

内用薬 ３９６１００８Ｆ５０６９ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 31.10

内用薬 ３９６１００８Ｆ１３０６ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 13.30

内用薬 ３９６１００８Ｆ２３０２ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 31.10

内用薬 ２１４９０１９Ｆ１０９３ 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１錠 コポネント錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 １２２５００１Ｆ１１３０ カルバミン酸クロルフェネシン １２５ｍｇ１錠 　局　コリスパー錠１２５ｍｇ ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 １１３９００４Ｆ１０７０ バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 　局　サノテン錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 4.10

内用薬 ３９４３００１Ｆ２２０５ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　サロベール錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 9.20

内用薬 ３９９９００４Ｍ３０７２ シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ＦＣ」 富士カプセル 後発品 85.20

内用薬 ２１２９００２Ｍ１１１６ ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 7.90

内用薬 ２２３３００２Ｆ２０８１ カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 Ｃ－チステン錠５００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 8.90

内用薬 ２１７１００６Ｆ２１２３ 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 10.10

内用薬 ２１８９０１１Ｆ３０９５ シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 238.40

内用薬 ２１８９０１１Ｆ３１０９ シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 213.30

内用薬 ２１４４００３Ｆ１０７０ アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 　局　セナプリド錠１２．５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 8.90

内用薬 ２１４４００３Ｆ３０５６ アラセプリル ５０ｍｇ１錠 　局　セナプリド錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 10.40

内用薬 ４２９１００３Ｆ１２０１ クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「明治」 メディサ新薬 後発品 84.80

内用薬 ４２９１００３Ｆ２０６２ クエン酸タモキシフェン ２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 104.40

内用薬 ４２９１００３Ｆ２０７０ クエン酸タモキシフェン ２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 74.60

内用薬 ４２９１００３Ｆ２０８９ クエン酸タモキシフェン ２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「明治」 メディサ新薬 後発品 169.60

内用薬 １２３１０１３Ｍ１０７５ 臭化チキジウム ５ｍｇ１カプセル チアメロンカプセル５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.10

内用薬 １２４９０１０Ｆ１２４７ 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 ２２５１００１Ｆ２１５８ テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 ２２５１００１Ｆ３１２０ テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.00

内用薬 ２２５１００１Ｆ１０６２ テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.30

内用薬 ２２５１００１Ｆ３１３８ テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.90

内用薬 １１７９０２５Ｆ２１５４ エチゾラム １ｍｇ１錠 　局　デムナット錠１ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 ２５９０００５Ｆ３１０６ 塩酸オキシブチニン １ｍｇ１錠 デライブ錠１ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 ２１４９０２６Ｆ１０９３ メシル酸ドキサゾシン ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.10

内用薬 ２１４９０２６Ｆ２１９７ メシル酸ドキサゾシン １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.10

内用薬 ２１４９０２６Ｆ３１９３ メシル酸ドキサゾシン ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 16.50
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内用薬 ２１４９０２６Ｆ４０９２ メシル酸ドキサゾシン ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 34.10

内用薬 １１６９１０１Ｆ２０７０ レボドパ・カルビドパ １錠 ドパコール配合錠Ｌ２５０ ダイト 後発品 37.80

内用薬 ２３２９０１１Ｆ１０６０ ソファルコン ５０ｍｇ１錠 トファルコン錠５０ｍｇ キョーリンリメディオ 後発品 5.80

内用薬 ２３９９００５Ｆ１１６７ ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 １１７９０１２Ｆ２０７６ クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 ナオリーゼ錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 10.20

内用薬 ２１４９０１９Ｆ１１０７ 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 ２１４９０１９Ｆ２２４３ 塩酸ニカルジピン ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 ２１４９０２２Ｆ１０７９ ニルバジピン ２ｍｇ１錠 　局　ニルバジピン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.10

内用薬 １１７９０２５Ｆ２１６２ エチゾラム １ｍｇ１錠 　局　ノンネルブ錠１ 日新製薬（山形） 後発品 6.30

内用薬 １１４９０３２Ｆ１１１６ エトドラク １００ｍｇ１錠 パイペラック錠１００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 9.60

内用薬 １１６９１０１Ｆ２０８８ レボドパ・カルビドパ １錠 パーキストン配合錠Ｌ２５０ 小林化工 後発品 28.80

内用薬 １１３９００４Ｃ２０７０ バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 小林化工 後発品 18.90

内用薬 １１３９００４Ｆ１０８８ バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 　局　バルプロ酸ナトリウム錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 4.30

内用薬 ３９６９００７Ｆ３０６０ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ３０４３ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ３０５１ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ３０７８ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ３０３５ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ３０８６ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ３０９４ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ４０６６ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ４０４０ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ４０５８ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ４０７４ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ４０３１ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ４０８２ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ４０９０ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ１１０５ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１０７５ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１０６７ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１０４０ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１０５９ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１１１３ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１１２１ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１１３０ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１１４８ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１０９１ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１１５６ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１１６４ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１１７２ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１０３２ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１０８３ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１１８０ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 59.20



16

内用薬 ３９６９００７Ｆ１１９９ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ１２０２ 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「モチダ」 持田製薬 後発品 59.20

内用薬 ３９６９００７Ｆ２１０１ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２０７１ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２０６３ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２０４７ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２０５５ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２１１０ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２１２８ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２１３６ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２１４４ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２０９８ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２１５２ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２１６０ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２１７９ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２０３９ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２０８０ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２１８７ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 　局　ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２１９５ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 110.60

内用薬 ３９６９００７Ｆ２２０９ 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「モチダ」 持田製薬 後発品 110.60

内用薬 ４２９１００９Ｆ１２２５ ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ケミファ」 大興製薬 後発品 725.20

内用薬 ２５９０００７Ｆ２２３０ 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ビフォルベリン錠２０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 41.00

内用薬 ４４９００１７Ｆ２０３３ プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファーマ 後発品 64.70

内用薬 ４４９００１７Ｆ２０４１ プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 64.70

内用薬 ６２９０００２Ｍ１１４３ フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 209.60

内用薬 ６２９０００２Ｍ２１４０ フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 425.00

内用薬 １１７９０３９Ｆ１１８４ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠
　局　フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ２１８０ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠
　局　フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ３１８７ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠
　局　フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 71.20

内用薬 ２１７１０２１Ｆ１２１０ 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 　局　ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 13.40

内用薬 ２１７１０２１Ｆ２２４１ 塩酸ベニジピン ４ｍｇ１錠 　局　ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 22.10

内用薬 ２１７１０２１Ｆ３１９１ 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 　局　ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 40.40

内用薬 ２１７１０２１Ｆ３２０５ 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 　局　ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 43.90

内用薬 ２１７１００６Ｆ２１３１ 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 ヘマレキート錠６０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 10.10

内用薬 ３９４９００２Ｆ１０９６ ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 後発品 6.40

内用薬 ３９４９００２Ｆ１１００ ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズマロン錠２５ｍｇ キョーリンリメディオ 後発品 6.40

内用薬 １１９０００４Ｆ２１２５ 塩酸チアプリド ５０ｍｇ１錠 　局　ボインリール錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 9.90

内用薬 ２５９０００５Ｆ３１１４ 塩酸オキシブチニン １ｍｇ１錠 ポスチニン錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 ２３１８００１Ｆ３０３１ ジメチコン ８０ｍｇ１錠 ポリシロ錠８０ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 6.00

内用薬 ２１６０００２Ｆ１０８７ 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 13.70

内用薬 １１７９０４０Ｆ３１０４ 塩酸ミルナシプラン １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 15.20

内用薬 １１７９０４０Ｆ３１１２ 塩酸ミルナシプラン １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 16.10

内用薬 １１７９０４０Ｆ３１２０ 塩酸ミルナシプラン １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 16.40
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内用薬 １１７９０４０Ｆ４０９７ 塩酸ミルナシプラン ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 45.40

内用薬 １１７９０４０Ｆ４０８９ 塩酸ミルナシプラン ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 46.10

内用薬 １１７９０４０Ｆ４１００ 塩酸ミルナシプラン ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 43.00

内用薬 １１７９０４０Ｆ４１１９ 塩酸ミルナシプラン ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 48.90

内用薬 ２３９９００９Ｆ２０６４ メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 68.60

内用薬 ２３９９００９Ｆ２０７２ メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」 日本薬品工業 後発品 71.80

内用薬 ３９６２００２Ｆ１１０１ 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 　局　メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 9.20

内用薬 ２１８９０１０Ｃ１０４０ プラバスタチンナトリウム ０．５％１ｇ メバトルテ細粒０．５％ 大正薬品工業 後発品 34.00

内用薬 ２１１９００３Ｍ１２５４ ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 6.80

内用薬 ２１１９００３Ｍ１２６２ ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユベキノンカプセル５ｍｇ ニプロファーマ 後発品 6.00

内用薬 ２３２９０１１Ｍ２０８２ ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ラビンカプセル１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 9.50

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１２４４ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 106.40

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２２４０ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 197.10

内用薬 ２１４４００６Ｆ１０８１ リシノプリル ５ｍｇ１錠 　局　リシノプリル錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 19.20

内用薬 ２１４４００６Ｆ３０８４ リシノプリル ２０ｍｇ１錠 　局　リシノプリル錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 30.80

内用薬 １１７９０３８Ｆ３１６６ リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 25.00

内用薬 ３９９９０１９Ｆ１０４２ リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠
　局　リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 88.30

内用薬 ６２５００２２Ｆ１０３０ リバビリン ２００ｍｇ１錠 リバビリン錠２００ｍｇＲＥ「マイラン」 高田製薬 後発品 509.30

内用薬 ２１８９０１１Ｆ３１１７ シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 リポブロック錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 322.90

内用薬 ２１７１００６Ｎ２０６３ 塩酸ジルチアゼム ２００ｍｇ１カプセル ルチアノンカプセルＲ２００ 佐藤薬品工業 後発品 49.00

内用薬 １１６９１０１Ｆ２０９６ レボドパ・カルビドパ １錠 レプリントン配合錠Ｌ２５０ 辰巳化学 後発品 28.80

注射薬 ２３９１４０２Ａ１０５５ 塩酸アザセトロン １０ｍｇ２ｍＬ１管 アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 3,963

注射薬 ７２１９４１５Ｇ２０７２ イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１筒 イオソール注３００シリンジ５０ｍＬ 東和薬品 後発品 3,057

注射薬 ７２１９４１５Ｇ４０７５ イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１筒 イオソール注３００シリンジ８０ｍＬ 東和薬品 後発品 4,604

注射薬 ７２１９４１５Ｇ７０４０ イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ１筒 イオソール注３００シリンジ１２５ｍＬ 東和薬品 後発品 6,887

注射薬 ７２１９４１５Ｇ６０４３ イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ１筒 イオソール注３００シリンジ１５０ｍＬ 東和薬品 後発品 8,108

注射薬 ７２１９４１５Ｇ７０５８ イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ１筒 イオパーク３００注シリンジ１２５ｍＬ 富士製薬工業 後発品 9,589

注射薬 ７２１９４１５Ｇ６０５１ イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ１筒 イオパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 11,313

注射薬 ７２１９４１５Ａ８０６０ イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１瓶 イオパーク３００注１０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 893

注射薬 ７２１９４１５Ｇ２０８０ イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１筒 イオヘキソール３００注シリンジ５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 3,471

注射薬 ７２１９４１５Ｇ４０８３ イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１筒 イオヘキソール３００注シリンジ８０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 4,290

注射薬 ７２１９４１５Ｇ７０６６ イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ１筒 イオヘキソール３００注シリンジ１２５ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,295

注射薬 ７２１９４１５Ｇ６０６０ イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ１筒 イオヘキソール３００注シリンジ１５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,755

注射薬 ７２１９４１５Ｇ６０７８ イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ１筒 イオベリン３００注シリンジ１５０ｍＬ 大洋薬品工業 後発品 7,835

注射薬 ４２４０４０４Ａ１１１３ 塩酸イリノテカン ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 4,197

注射薬 ４２４０４０４Ａ２１１０ 塩酸イリノテカン １００ｍｇ５ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 9,530

注射薬 １１９０４０１Ｇ１１０７ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ｇ１１１５ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ａ１１５５ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ２０３８ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１１７１ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１１８０ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１１９８ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5,419
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注射薬 １１９０４０１Ａ１２０１ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ｇ１０６９ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ｇ１０７７ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ｇ１０８５ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ｇ１０９３ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ａ１２１０ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１１６３ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ｇ１１５８ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ｇ１１２３ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ＡＡ」 大正薬品工業 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ｇ１１３１ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ｇ１１６６ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ｇ１１４０ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ａ１０７４ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「アイロム」 アイロム製薬 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１０８２ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１０９０ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１０６６ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１０４０ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＦＦＰ」 辰巳化学 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１１０４ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１０５８ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１１１２ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１０３１ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ２０２０ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ｇ１０４２ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「アイロム」 アイロム製薬 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ｇ１０５０ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「タカタ」 高田製薬 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ｇ１０３４ エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 5,511

注射薬 １１９０４０１Ａ１１２０ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ハラサワ」 原沢製薬工業 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１１３９ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 5,419

注射薬 １１９０４０１Ａ１１４７ エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 後発品 5,419

注射薬 ６１３４４０７Ａ１０５９ 硫酸ゲンタマイシン １０ｍｇ１管 エルタシン注１０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 82

注射薬 ３９９９４１１Ｇ５０５８ オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 1,830

注射薬 ３９９９４１１Ｇ５０４０ オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 1,830

注射薬 ２３９１４００Ｇ４０４０ 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ５０ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５０ｍＬ「マ
イラン｣

マイラン製薬 後発品 3,537

注射薬 ４２２４４０３Ｄ１０９０ 塩酸ゲムシタビン ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 3,600

注射薬 ４２２４４０３Ｄ２０９６ 塩酸ゲムシタビン １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 16,770

注射薬 ６１３９５００Ｆ１０７５
スルバクタムナトリウム・セフォペ
ラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 スルタムジン静注用０．５ｇ ポーラファルマ 後発品 360

注射薬 ６１３２４１８Ｆ１１１４ セフタジジム ５００ｍｇ１瓶 　局　セフタジジム静注用０．５ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 607

注射薬 ６１３２４１９Ｆ１１００ セフトリアキソンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンNa静注用０．５ｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 424

注射薬 ２１４９４００Ａ１１０８ 塩酸ニカルジピン ２ｍｇ２ｍＬ１管 　局　ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「ＦＹ」 富士薬品 後発品 92

注射薬 ２１４９４００Ａ２１２０ 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 　局　ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「ＦＹ」 富士薬品 後発品 316

注射薬 ２１４９４００Ａ４０３４ 塩酸ニカルジピン ２５ｍｇ２５ｍＬ１瓶 　局　ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「ＦＹ」 富士薬品 後発品 691

注射薬 ２１７１４０３Ａ１０５６ ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 ニトログリセリン注１ｍｇ／２ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 92

注射薬 ２１７１４０３Ａ９０２２ ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ1瓶 ニトログリセリン注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 362

注射薬 ２１７１４０３Ａ７０５４ ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１袋
ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ／１００ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 2,587
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注射薬 ４２４０４０６Ａ１０７４ パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 7,889

注射薬 ４２４０４０６Ａ２０７０ パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶 パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 22,974

注射薬 ７２２３４０１Ａ２０６２ 酒石酸プロチレリン １ｍｇ１ｍＬ１管 ヒシダリン注１ｍｇ ニプロファーマ 後発品 1,082

注射薬 ６１３１４０３Ｐ１０３５ ピペラシリンナトリウム
１ｇ１キット（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 644

注射薬 ６１３１４０３Ｐ２０３１ ピペラシリンナトリウム
２ｇ１キット（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ２ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 746

注射薬 ２３２５４０１Ｄ２０５８ ファモチジン １０ｍｇ１管 　局　ファモスタジン注用１０ｍｇ 東和薬品 後発品 104

注射薬 ２３２５４０１Ａ４０２０ ファモチジン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ファモチジン静注１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 104

注射薬 ２３２５４０１Ａ３０３１ ファモチジン ２０ｍｇ２０ｍＬ１管 ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 176

注射薬 ２３２５４０１Ｄ２０６６ ファモチジン １０ｍｇ１管 　局　ファモチジン注射用１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 105

注射薬 ６２９０４０１Ａ１１２９ フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 1,114

注射薬 ６２９０４０１Ａ１１３７ フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 後発品 1,577

注射薬 ６２９０４０１Ａ１１１０ フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 1,100

注射薬 ３３３４４０２Ｐ４０２０ ヘパリンナトリウム ３，０００単位１２ｍＬ１筒
ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ１２
ｍＬ「ニプロ」

ニプロファーマ 後発品 233

注射薬 ３３３４４０２Ｐ５０２７ ヘパリンナトリウム ４，０００単位１６ｍＬ１筒
ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ１６
ｍＬ「ニプロ」

ニプロファーマ 後発品 253

注射薬 ３３３４４０２Ｐ２０５２ ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ１筒
ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２０
ｍＬ「ニプロ」

ニプロファーマ 後発品 273

注射薬 ６１３５４００Ｆ１０７８ ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 　局　ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 120

注射薬 ６１３５４００Ｆ１０８６ ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 　局　ホロサイルＳ静注用０．５ｇ 高田製薬 後発品 233

注射薬 ２１７１４０３Ａ１０６４ ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 ミオコール静注１ｍｇ トーアエイヨー 後発品 103

注射薬 ６１３９４００Ｄ１１２２ メロペネム三水和物 ２５０ｍｇ１瓶
　局　メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 659

注射薬 ６１３９４００Ｄ２１２９ メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１瓶 　局　メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 989

注射薬 ２３９１４０３Ａ１０６８ 塩酸ラモセトロン ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 4,144

注射薬 ６１３９５００Ｆ１０８３
スルバクタムナトリウム・セフォペ
ラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 ワイスタール静注用０．５ｇ ニプロファーマ 後発品 419

外用薬 １１４１７００Ｊ１０９６ アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ｢タナベ｣ 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 １１４１７００Ｊ２１７３ アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ｢タナベ｣ 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 １１４１７００Ｊ３１４５ アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ｢タナベ｣ 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 １３１９７２０Ｑ１１１３ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．４眼粘弾剤１％ 資生堂 後発品 6,459.00

外用薬 １３１９７２０Ｑ７１６２ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．６眼粘弾剤１％ 資生堂 後発品 6,738.00

外用薬 １３２９７０７Ｑ３１８４ プロピオン酸フルチカゾン ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 キリガミール点鼻液５０μｇ５６噴霧用 寿製薬 後発品 1,116.40

外用薬 ２２５９７０７Ｓ１１６０ ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 23.00

外用薬 ２２５９７０７Ｓ２１６７ ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 33.60

外用薬 ２２５９７０７Ｓ３１６３ ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 49.40

外用薬 ２６４９７２９Ｓ４０６４ ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 パッペンＫパップ６０ｍｇ 佐藤製薬 後発品 18.50

外用薬 １３１９７２０Ｑ１１２１ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ヒアガード０．４眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 後発品 3,391.80

外用薬 １３１９７２０Ｑ７１７０ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアガード０．６眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 後発品 3,391.80

外用薬 １３１９７２０Ｑ１１３０ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．４眼粘弾剤１％「コーワ」 興和 後発品 3,391.80

外用薬 １３１９７２０Ｑ７１８９ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「コーワ」 興和 後発品 3,391.80

外用薬 １３１９７２０Ｑ８１９３ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「コーワ」 興和 後発品 3,391.80

外用薬 １３１９７２０Ｑ３１２４ ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ニッテン」 ニッテン 後発品 216.90

外用薬 １３１９７２０Ｑ３１３２ ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％「日点」 日本点眼薬研究所 後発品 216.90

外用薬 １３１９７２０Ｑ５０８９ ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個
ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％「ニッ
テン」

ニッテン 後発品 11.20

外用薬 １３１９７２０Ｑ５０９７ ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個
ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％「日
点」

日本点眼薬研究所 後発品 11.20

外用薬 １３１９７２０Ｑ１１４８ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ピオネス０．４眼粘弾剤１％ 大洋薬品工業 後発品 3,937.20

外用薬 １３１９７２０Ｑ７１９７ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ピオネス０．６眼粘弾剤１％ 大洋薬品工業 後発品 3,937.20
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外用薬 ２６４９７３２Ｓ３０６０ フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フループテープ２０ 救急薬品工業 後発品 9.70

外用薬 ２６４６７３０Ｍ１０６７ 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン ０．０５％１ｇ
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
軟膏０．０５％「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 16.60

外用薬 ２６１２７０１Ｑ３４１５ ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「オオサキ」 オオサキメディカル 後発品 10.70

平成２３年４月１日

区分 医薬品コード 一 般 名 規　格 品　　　　　名 メーカー名
診療報酬において
加算等の算定対象
となる後発医薬品

薬 価

内用薬 ４４９００１７Ｒ１２０３ 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％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 45.50

平成２３年１月２８日

区分 医薬品コード 一 般 名 規　格 品　　　　　名 メーカー名
診療報酬において
加算等の算定対象
となる後発医薬品

薬 価

内用薬 ２１７１０２２Ｆ３２８５ ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 20.60

内用薬 ２１７１０２２Ｆ４２８１ ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 38.00

内用薬 ２１７１０２２Ｑ１０６２ ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 20.60

内用薬 ２１７１０２２Ｑ２０６９ ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 38.00

平成２３年１月２７日

区分 医薬品コード 一 般 名 規　格 品　　　　　名 メーカー名
診療報酬において
加算等の算定対象
となる後発医薬品

薬 価

外用薬 ２２６０７００Ｆ１１３７ アズレンスルホン酸ナトリウム ４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 45.40

平成２２年１１月１９日

区分 医薬品コード 一 般 名 規　格 品　　　　　名 メーカー名
診療報酬において
加算等の算定対象
となる後発医薬品

薬 価

内用薬 ３９４３００１Ｆ２０３５ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　アイデイト錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 3.40

内用薬 ３９６９００３Ｆ３０４５ アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 17.50

内用薬 ３９６９００３Ｆ４０４１ アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 30.90

内用薬 ２１１９００３Ｆ１１１５ ユビデカレノン ５ｍｇ１錠 アデリール錠５ ナガセ医薬品 後発品 5.60

内用薬 ２１８３００５Ｇ２１１７ ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 　局　アニベソールＳＲ錠１００ 全星薬品工業 後発品 6.30

内用薬 ３９４３００１Ｆ２０４３ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　アノプロリン錠５０ｍｇ アルフレッサファーマ 後発品 4.10

内用薬 ２１７１０２２Ｆ３２７７ ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 17.60

内用薬 ２１７１０２２Ｆ４２７３ ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 33.50

内用薬 ２１７１０２２Ｆ１４１０ ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 　局　アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 16.60

内用薬 ２１７１０２２Ｆ２４１６ ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 　局　アムロジピン錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 29.90

内用薬 １１２９００７Ｆ２０８１ ゾピクロン １０ｍｇ１錠 アモバンテス錠１０ 小林化工 後発品 11.90

内用薬 ３９４３００１Ｆ２０５１ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　アリスメット錠５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 3.10

内用薬 ３１１２００１Ｍ４１３４ アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルカドールカプセル３．０ 日本薬品工業 後発品 65.20

内用薬 １１２４０２３Ｆ２０５０ アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.40

内用薬 ３９４３００１Ｆ２０６０ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　アロシトール錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 13.10

内用薬 ３９４３００１Ｆ２０７８ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　アロチーム錠５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 3.40

内用薬 ３１１２００１Ｍ４１４２ アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アロートールカプセル３．０ ナガセ医薬品 後発品 65.20

内用薬 ３９４３００１Ｆ２０８６ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　アロプリノール錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 3.40

内用薬 ３９４３００１Ｆ２０９４ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　アロプリノール錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 3.10

内用薬 ３９４３００１Ｆ２１０８ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　アロプリノール錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 4.30

内用薬 ３９４３００１Ｆ２１１６ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　アロプリノール錠５０ｍｇ「ショーワ」 昭和薬品化工 後発品 3.10

内用薬 ３９４３００１Ｆ２１２４ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　アロリン錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 3.40

内用薬 １１７９０１２Ｆ２０４１ クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 イソクリン錠１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 10.20

内用薬 ２３２９０２０Ｆ２０９０ マレイン酸イルソグラジン ４ｍｇ１錠 　局　イノマール錠４ 沢井製薬 後発品 10.30

内用薬 １１４９０３２Ｆ１０６０ エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 9.60
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内用薬 １１４９０３２Ｆ１０７８ エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 12.40

内用薬 １１４９０３２Ｆ２１４７ エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 13.60

内用薬 ２１４４００２Ｆ３１６７ マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠 　局　エナリン錠１０ｍｇ ダイト 後発品 21.20

内用薬 １１３９００４Ｆ１０６１ バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 　局　エピレナート錠１００ｍｇ 藤永製薬 後発品 8.20

内用薬 ４４９００１２Ｆ１０４２ 塩酸オザグレル １００ｍｇ１錠 オザグレル錠１００「ＫＮ」 小林化工 後発品 40.80

内用薬 １１４９０３２Ｆ１０８６ エトドラク １００ｍｇ１錠 オスペイン錠１００ｍｇ 日医工 後発品 10.90

内用薬 ３９６１００３Ｆ１０９５ グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 オペアミン錠１．２５ メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 １１６９１０１Ｆ１１５４ レボドパ・カルビドパ １錠 カルコーパ配合錠Ｌ１００ 共和薬品工業 後発品 15.10

内用薬 ２２３３００２Ｑ１１０８ カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「タカタ」 高田製薬 後発品 2.60

内用薬 ２２３３００２Ｒ２０３７ カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 高田製薬 後発品 14.30

内用薬 ２２３３００２Ｆ２０６５ カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 クインスロン錠５００ｍｇ 辰巳化学 後発品 8.90

内用薬 ３９６１００３Ｆ１１０９ グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 ３９６１００３Ｆ１１１７ グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 ３９６１００８Ｆ４０３８ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ４０２０ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ４０４６ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ４０５４ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ５０３４ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ５０２６ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ５０４２ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ５０５０ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ３０３１ グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 8.70

内用薬 ３９６１００８Ｆ３０４０ グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 8.70

内用薬 ３９６１００８Ｆ１１４４ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１０６３ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１１５２ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「イセイ」 大正薬品工業 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１０３９ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１０４７ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１１０１ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１１６０ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１１７９ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１１８７ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１０８０ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１０９８ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１１９５ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１２０９ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１２１７ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１２２５ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１０７１ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１１３６ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１２３３ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１２４１ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１１１０ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 14.80
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内用薬 ３９６１００８Ｆ１２５０ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１２６８ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１２７６ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１０５５ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１２８４ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１２９２ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ１１２８ グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 14.80

内用薬 ３９６１００８Ｆ２１４０ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２０６０ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２１５９ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「イセイ」 大正薬品工業 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２０３５ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２０４３ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２１０８ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２１６７ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２１７５ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２１８３ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２０８６ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２０９４ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２１９１ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２２０５ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２２１３ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２２２１ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２０７８ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２１３２ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２２３０ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２２４８ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２１１６ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２２５６ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２２６４ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２２７２ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２０５１ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２２８０ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２２９９ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 34.50

内用薬 ３９６１００８Ｆ２１２４ グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 34.50

内用薬 １１７９０１２Ｆ２０５０ クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 10.20

内用薬 ３９４３００１Ｆ２１３２ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　ケトブン錠５０ｍｇ イセイ 後発品 3.40

内用薬 ２１７１００６Ｎ２０４７ 塩酸ジルチアゼム ２００ｍｇ１カプセル コロヘルサーＲカプセル２００ｍｇ 日医工 後発品 32.40

内用薬 ６２１９００１Ｈ２０４４ サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サフィルジンＥＮ錠２５０ シオノケミカル 後発品 21.10

内用薬 ６２１９００１Ｆ１１０１ サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 11.50

内用薬 ２３４４００９Ｃ１０３９ 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％「ケンエー」 健栄製薬 後発品 14.20

内用薬 ２２３３００２Ｆ２０７３ カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 シスダイン錠５００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 8.90

内用薬 １３３９００２Ｆ１４９７ 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 5.60

内用薬 ２３２５００１Ｆ１５２１ シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 5.60
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内用薬 ２１７１００６Ｎ２０５５ 塩酸ジルチアゼム ２００ｍｇ１カプセル
ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル２００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 40.00

内用薬 ２１７１００６Ｆ２１１５ 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 10.10

内用薬 ２１４９０３７Ｆ１０７５ シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 25.50

内用薬 ２１４９０３７Ｆ１０９１ シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 25.50

内用薬 ２１４９０３７Ｆ１０８３ シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 25.50

内用薬 ２１４９０３７Ｆ２０７１ シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 48.00

内用薬 ２１４９０３７Ｆ２０９８ シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 48.00

内用薬 ２１４９０３７Ｆ２０８０ シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 48.00

内用薬 ２１３３００１Ｆ１５８１ スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 16.00

内用薬 ６１３２０１３Ｍ１１１８ セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 　局　セフジニルカプセル５０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 42.10

内用薬 ６１３２０１３Ｍ２１３０ セフジニル １００ｍｇ１カプセル 　局　セフジニルカプセル１００ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 48.40

内用薬 ６１３２０１３Ｃ１１３９ セフジニル １００ｍｇ１ｇ 　局　セフジニル小児用細粒１０％「タナベ」 長生堂製薬 後発品 78.00

内用薬 ２１４４００２Ｆ３１７５ マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠 　局　セリース錠１０ｍｇ サンド 後発品 25.90

内用薬 ２１２９００６Ｆ２０４９ 塩酸プロパフェノン １００ｍｇ１錠 ソビラール錠１００ 大原薬品工業 後発品 19.70

内用薬 ２１７１０２３Ｆ１０５８ 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 ソプレロール錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.20

内用薬 ２１７１０２３Ｆ１０６６ 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 タイシロール錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 4.40

内用薬 ３９４３００１Ｆ２１４０ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　タカナルミン錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 3.10

内用薬 ２５９０００８Ｆ１０５０ 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 43.20

内用薬 ２５９０００８Ｆ１０６９ 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 43.20

内用薬 ２５９０００８Ｆ１０７７ 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 39.10

内用薬 ２５９０００８Ｆ１０８５ 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 39.10

内用薬 ２５９０００８Ｆ１０９３ 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 27.10

内用薬 ２５９０００８Ｆ２０５７ 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 86.80

内用薬 ２５９０００８Ｆ２０６５ 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 71.50

内用薬 ２５９０００８Ｆ２０７３ 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 75.90

内用薬 ２５９０００８Ｆ２０８１ 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 53.00

内用薬 ２５９０００８Ｆ２０９０ 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 42.50

内用薬 １２３１０１３Ｍ１０５９ 臭化チキジウム ５ｍｇ１カプセル チアパストンカプセル５ｍｇ 東和薬品 後発品 6.10

内用薬 １２３１０１３Ｍ１０６７ 臭化チキジウム ５ｍｇ１カプセル チワンカプセル５ 沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 １１２４００７Ｆ１０７０ トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 5.60

内用薬 １１２４００７Ｆ２１８２ トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 5.60

内用薬 ２３９９００５Ｆ１１０８ ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリン錠５ メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 ２３９９００５Ｆ１１１６ ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナシロビン錠５ 日医工ファーマ 後発品 6.10

内用薬 ２１７１０１４Ｍ１１３９ ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェラートカプセル５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 ３９４３００１Ｆ２１５９ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　ノイファン錠５０ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 4.30

内用薬 １１３９００４Ｇ１０３２ バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルデケンＲ錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 8.20

内用薬 ３１１２００１Ｍ４１５０ アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ビタミロアルファカプセル３μｇ 日医工ファーマ 後発品 58.50

内用薬 ２３２５００３Ｂ１０８１ ファモチジン １０％１ｇ 　局　ファモスタジン散１０％ 東和薬品 後発品 157.70

内用薬 ２３２５００３Ｂ１０９０ ファモチジン １０％１ｇ 　局　ファモチジン散１０％「日医工」 日医工ファーマ 後発品 107.20

内用薬 ２１４４００２Ｆ３１８３ マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠 　局　ファルプリル錠１０ キョーリンリメディオ 後発品 17.50

内用薬 ２１８３００６Ｍ３０４９ フェノフィブラート ６７ｍｇ１カプセル フェノフィブラートカプセル６７ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 後発品 23.40

内用薬 ２１８３００６Ｍ４０４５ フェノフィブラート １００ｍｇ１カプセル フェノフィブラートカプセル１００ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 後発品 30.30

内用薬 ２３９９００５Ｆ１１２４ ドンペリドン ５ｍｇ１錠 フォリメジン錠５ 鶴原製薬 後発品 5.60
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内用薬 ３９６１００３Ｆ１１２５ グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ブラトゲン錠１．２５ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 ２１８９０１２Ｆ１０６２ フルバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 28.90

内用薬 ２１８９０１２Ｆ２０６９ フルバスタチンナトリウム ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 55.10

内用薬 ２１８９０１２Ｆ３０６５ フルバスタチンナトリウム ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 80.40

内用薬 １１７９０３９Ｆ１１１７ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１０５２ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１０８７ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１０６０ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１１２５ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１１３３ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「興和テ
バ」

大正薬品工業 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１１４１ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１０７９ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１０４４ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１１５０ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１０９５ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１１６８ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１１７６ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ１１０９ マレイン酸フルボキサミン ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 29.60

内用薬 １１７９０３９Ｆ２１１３ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２０５９ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２０８３ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２０６７ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２１２１ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２１３０ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「興和テ
バ」

大正薬品工業 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２１４８ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２０７５ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２０４０ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２１５６ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２０９１ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２１６４ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２１７２ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ２１０５ マレイン酸フルボキサミン ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 51.50

内用薬 １１７９０３９Ｆ３１１０ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 71.20

内用薬 １１７９０３９Ｆ３０５５ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 71.20

内用薬 １１７９０３９Ｆ３０８０ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 71.20

内用薬 １１７９０３９Ｆ３０６３ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 71.20

内用薬 １１７９０３９Ｆ３１２８ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 71.20

内用薬 １１７９０３９Ｆ３１３６ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「興和テ
バ」

大正薬品工業 後発品 71.20

内用薬 １１７９０３９Ｆ３１４４ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 71.20

内用薬 １１７９０３９Ｆ３０７１ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 71.20

内用薬 １１７９０３９Ｆ３０４７ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 71.20

内用薬 １１７９０３９Ｆ３１５２ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 71.20

内用薬 １１７９０３９Ｆ３０９８ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 71.20
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内用薬 １１７９０３９Ｆ３１６０ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 71.20

内用薬 １１７９０３９Ｆ３１７９ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 71.20

内用薬 １１７９０３９Ｆ３１０１ マレイン酸フルボキサミン ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 71.20

内用薬 １１２４００９Ｆ２０６８ ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 6.70

内用薬 １１２４００９Ｆ１２９０ ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 6.70

内用薬 ２１７１００８Ｆ１１１８ 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 　局　ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 6.30

内用薬 ２３９９００５Ｆ１１３２ ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ペリゼリン錠５ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 ２３９９００５Ｆ１１４０ ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ペロリック錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 ２５９０００５Ｆ３０７６ 塩酸オキシブチニン １ｍｇ１錠 ポラチール１ｍｇ錠 寿製薬 後発品 4.50

内用薬 ２３２９０２７Ｆ１０３７ ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.50

内用薬 ３１１２００１Ｍ４１６９ アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ポロセーブカプセル３μｇ サンノーバ 後発品 65.20

内用薬 ３９６１００３Ｆ１１３３ グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 マーグレイド錠１．２５ｍｇ シオノケミカル 後発品 5.60

内用薬 ３９４３００１Ｆ２１６７ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　マサトン錠５０ｍｇ 全星薬品工業 後発品 3.10

内用薬 ２３３９２６５Ｆ１０２７ ビオヂアスターゼ２０００配合剤 １錠 マックターゼ配合錠 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 ２１４９０２７Ｆ１１２８ 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 　局　マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 11.40

内用薬 ２１４９０２７Ｆ２１４０ 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 　局　マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 15.70

内用薬 ２１４９０２７Ｆ３１４７ 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 　局　マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 26.70

内用薬 ３９９９００２Ｆ１０４７ ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 　局　ミゾリビン錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 130.90

内用薬 ３９９９００２Ｆ２０４３ ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 　局　ミゾリビン錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 224.70

内用薬 ３９４３００１Ｆ２１７５ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　ミニプラノール錠５０ｍｇ 日医工 後発品 3.50

内用薬 １１７９０４０Ｆ３０６６ 塩酸ミルナシプラン １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファーマ 後発品 15.80

内用薬 １１７９０４０Ｆ３０７４ 塩酸ミルナシプラン １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 16.50

内用薬 １１７９０４０Ｆ３０８２ 塩酸ミルナシプラン １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 15.70

内用薬 １１７９０４０Ｆ３０９０ 塩酸ミルナシプラン １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 15.60

内用薬 ３１３６００４Ｆ２２２７ メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 5.60

内用薬 ２３９９００９Ｆ２０４８ メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 後発品 73.20

内用薬 ２３９９００９Ｆ２０５６ メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 73.20

内用薬 １１２４０２３Ｆ２０６８ アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 メデポリン錠０．８ メディサ新薬 後発品 9.40

内用薬 １１７９０２５Ｆ２１３８ エチゾラム １ｍｇ１錠 　局　モーズン錠１ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 ２３９９００５Ｆ１１５９ ドンペリドン ５ｍｇ１錠 モンロビア錠５ 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 ２１１９００３Ｍ１２３８ ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 ３９４３００１Ｆ２１８３ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　ユーリック錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 3.40

内用薬 １１４９０３２Ｆ１０９４ エトドラク １００ｍｇ１錠 ライペック錠１００ 沢井製薬 後発品 11.70

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１１４７ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１１５５ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２１４３ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２１５１ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１０７４ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮa錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１０３１ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１０８２ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１０９０ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１１０４ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１０５８ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 118.20
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内用薬 ２３２９０２８Ｆ１１１２ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１１２０ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１０４０ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１１３９ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１０６６ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２０７０ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮa錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２０３８ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２０８９ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２０９７ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「興和テバ」 大正薬品工業 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２１００ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２０５４ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２１１９ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２１２７ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２０４６ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２１３５ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２０６２ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１１８０ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１１７１ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１２０１ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１２１０ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１２２８ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１１６３ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・オー新薬 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１１９８ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ１２３６ ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 118.20

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２１８６ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２１７８ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２２０８ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２２１６ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２２２４ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２１６０ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・オー新薬 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２１９４ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２８Ｆ２２３２ ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 219.00

内用薬 ２３２９０２３Ｆ１０８０ ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 41.60

内用薬 ２３２９０２３Ｆ１０９８ ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 50.30

内用薬 ２３２９０２３Ｆ２０８６ ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 70.60

内用薬 ２３２９０２３Ｆ２０９４ ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 85.80

内用薬 ２３２９０２３Ｍ１１３５ ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 44.60

内用薬 ２３２９０２３Ｍ２１３１ ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 80.80

内用薬 ２５９０００８Ｆ１１０７ 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 リストリームＯＤ錠０．１ｍｇ キョーリンリメディオ 後発品 45.90

内用薬 ２５９０００８Ｆ２１０３ 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 リストリームＯＤ錠０．２ｍｇ キョーリンリメディオ 後発品 86.80

内用薬 １１７９０３８Ｆ８０４４ リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 70.50

内用薬 １１７９０３８Ｆ４０５７ リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.70

内用薬 １１７９０３８Ｆ３１５８ リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.80
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内用薬 １１７９０３８Ｓ５０３５ リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 リスペリドン内用液３ｍｇ分包「マイラン」 マイラン製薬 後発品 182.30

内用薬 ３９４３００１Ｆ２１９１ アロプリノール ５０ｍｇ１錠 　局　リボール錠５０ｍｇ メディサ新薬 後発品 4.30

内用薬 ７２１２０３２Ｂ１０３６ 硫酸バリウム ９９．１％１０ｇ 硫酸バリウム散９９．１％「共成」 共成製薬 後発品 14.80

内用薬 １１７９０１２Ｆ２０６８ クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 リリフター錠１０ 日医工ファーマ 後発品 10.20

内用薬 ３９６１００７Ｆ２０５７ グリクラジド ２０ｍｇ１錠 ルイメニア錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.80

内用薬 ２１４４００２Ｆ１２０２ マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 　局　レビンベース錠２．５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 18.00

内用薬 ２１４４００２Ｆ３１９１ マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠 　局　レビンベース錠１０ｍｇ 日本薬品工業 後発品 61.80

注射薬 ２３９１４０２Ａ１０４７ 塩酸アザセトロン １０ｍｇ２ｍＬ１管 アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 3,963

注射薬 ７２１９４１５Ｈ６０４９ イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ１瓶 イオパーク３００注１５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 11,062

注射薬 ７２１９４１５Ｇ８０４６ イオヘキソール ７５．４９％７０ｍＬ１筒 イオパーク３５０注シリンジ７０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 6,391

注射薬 ７２１９４１８Ｇ２０３３ イオプロミド ６２．３４％５０ｍＬ１筒 イオプロミド３００注シリンジ５０ｍＬ「ＦＲＩ」
富士フイルムＲＩファー
マ

後発品 4,388

注射薬 ７２１９４１８Ｇ３０３０ イオプロミド ６２．３４％８０ｍＬ１筒 イオプロミド３００注シリンジ８０ｍＬ「ＦＲＩ」
富士フイルムＲＩファー
マ

後発品 6,624

注射薬 ７２１９４１８Ｇ１０４５ イオプロミド ６２．３４％１００ｍＬ１筒 イオプロミド３００注シリンジ１００ｍＬ「ＦＲＩ」
富士フイルムＲＩファー
マ

後発品 8,078

注射薬 ７２１９４１８Ａ６０４４ イオプロミド ６２．３４％２０ｍＬ１瓶 イオプロミド３００注２０ｍＬ「ＦＲＩ」
富士フイルムＲＩファー
マ

後発品 1,762

注射薬 ７２１９４１８Ａ７０４０ イオプロミド ６２．３４％５０ｍＬ１瓶 イオプロミド３００注５０ｍＬ「ＦＲＩ」
富士フイルムＲＩファー
マ

後発品 4,111

注射薬 ７２１９４１８Ａ８０４７ イオプロミド ６２．３４％１００ｍＬ１瓶 イオプロミド３００注１００ｍＬ「ＦＲＩ」
富士フイルムＲＩファー
マ

後発品 7,801

注射薬 ７２１９４１８Ｇ４０２８ イオプロミド ７６．８９％５０ｍＬ１筒 イオプロミド３７０注シリンジ５０ｍＬ「ＦＲＩ」
富士フイルムＲＩファー
マ

後発品 5,154

注射薬 ７２１９４１８Ｇ５０２４ イオプロミド ７６．８９％８０ｍＬ１筒 イオプロミド３７０注シリンジ８０ｍＬ「ＦＲＩ」
富士フイルムＲＩファー
マ

後発品 7,766

注射薬 ７２１９４１８Ｇ６０２０ イオプロミド ７６．８９％１００ｍＬ１筒 イオプロミド３７０注シリンジ１００ｍＬ「ＦＲＩ」
富士フイルムＲＩファー
マ

後発品 9,458

注射薬 ７２１９４１８Ａ９０４３ イオプロミド ７６．８９％２０ｍＬ１瓶 イオプロミド３７０注２０ｍＬ「ＦＲＩ」
富士フイルムＲＩファー
マ

後発品 2,113

注射薬 ７２１９４１８Ｈ１０４０ イオプロミド ７６．８９％５０ｍＬ１瓶 イオプロミド３７０注５０ｍＬ「ＦＲＩ」
富士フイルムＲＩファー
マ

後発品 4,877

注射薬 ７２１９４１８Ｈ２０４７ イオプロミド ７６．８９％１００ｍＬ１瓶 イオプロミド３７０注１００ｍＬ「ＦＲＩ」
富士フイルムＲＩファー
マ

後発品 9,181

注射薬 ７２１９４１５Ａ８０５１ イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１瓶 イオヘキソール３００注１０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 726

注射薬 ７２１９４１５Ａ９０７４ イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１瓶 イオヘキソール３００注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,382

注射薬 ７２１９４１５Ｈ１０８０ イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１瓶 イオヘキソール３００注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 3,239

注射薬 ４２４０４０４Ａ１１０５ 塩酸イリノテカン ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ホスピー
ラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 4,197

注射薬 ４２４０４０４Ａ２１０１ 塩酸イリノテカン １００ｍｇ５ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ホス
ピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 9,530

注射薬 ３３１９４０１Ａ１０４４ 塩化アンモニウム ５モル２０ｍＬ１管 塩化アンモニウム補正液５ｍＥｑ／ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 57

注射薬 ２３２９４０３Ｄ１０３３ オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプトロール注用２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 396

注射薬 ２３２９４０３Ｄ１０７６ オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール静注用２０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 396

注射薬 ２３２９４０３Ｄ１０６８ オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 396

注射薬 ２３２９４０３Ｄ１０５０ オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 396

注射薬 ２３２９４０３Ｄ１０４１ オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 396

注射薬 ２３９１４００Ｇ４０３１ 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ５０ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ/５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 2,756

注射薬 ２３９１４００Ｇ１１５６ 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ/１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 2,756

注射薬 ４２２４４０３Ｄ１０７３ 塩酸ゲムシタビン ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 3,600

注射薬 ４２２４４０３Ｄ１０８１ 塩酸ゲムシタビン ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ホスピーラ」 ホスピーラ・ジャパン 後発品 3,600

注射薬 ４２２４４０３Ｄ２０７０ 塩酸ゲムシタビン １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 16,770

注射薬 ４２２４４０３Ｄ２０８８ 塩酸ゲムシタビン １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ホスピーラ」 ホスピーラ・ジャパン 後発品 16,770

注射薬 ６１３４４０７Ａ１０４０ 硫酸ゲンタマイシン １０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 後発品 38

注射薬 ３９９９４０７Ｄ４０２４ メシル酸ナファモスタット １５０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１５０ｍｇ 味の素製薬 後発品 3,369

注射薬 ６１３２４１８Ｆ２１４５ セフタジジム １ｇ１瓶 　局　セフタジジム静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 817

注射薬 ６１３２４０１Ｄ２０９２ セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 　局　セフマゾン注射用０．５ｇ ニプロファーマ 後発品 102
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注射薬 ６１３９５０１Ｄ１０６０
イミペネム・シラスタチンナトリウ
ム

２５０ｍｇ１瓶 　局　チエクール点滴用０．２５ｇ 沢井製薬 後発品 919

注射薬 ２１４９４００Ａ３０３８ 塩酸ニカルジピン ２５ｍｇ２５ｍＬ１管
　局　ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 444

注射薬 ２１４９４００Ａ３０４６ 塩酸ニカルジピン ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 　局　ニカルピン注射液２５ｍｇ 沢井製薬 後発品 493

注射薬 ２１４９４００Ａ１０９４ 塩酸ニカルジピン ２ｍｇ２ｍＬ１管 　局　ニスタジール注２ｍｇ 東和薬品 後発品 87

注射薬 ２１４９４００Ａ３０５４ 塩酸ニカルジピン ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 　局　ニスタジール注２５ｍｇ 東和薬品 後発品 417

注射薬 ４２４０４０６Ａ１０６６ パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 7,889

注射薬 ４２４０４０６Ａ２０６２ パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶 パクリタキセル注１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 22,974

注射薬 ２２１９４０３Ａ２０２３ フルマゼニル ０．２ｍｇ２ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 946

注射薬 ２２１９４０３Ａ２０３１ フルマゼニル ０．２ｍｇ２ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．２ｍｇ「マイラン」 富士薬品 後発品 946

注射薬 ２２１９４０３Ａ１０６０ フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 1,899

注射薬 ２２１９４０３Ａ１０７８ フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「マイラン」 富士薬品 後発品 1,899

注射薬 ７２１９４１２Ｇ６０６６ イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１筒 モイオパミン注３００シリンジ 光製薬 後発品 4,552

注射薬 ７２１９４１２Ｇ９０７３ イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１筒 モイオパミン注３７０シリンジ 光製薬 後発品 5,228

注射薬 ７２１９４１２Ａ９０８９ イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１瓶 モイオパミン３００注２０ｍＬ 光製薬 後発品 1,881

注射薬 ７２１９４１２Ａ２０８４ イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１瓶 モイオパミン３００注５０ｍＬ 光製薬 後発品 3,259

注射薬 ７２１９４１２Ａ３０９９ イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１瓶 モイオパミン３００注１００ｍＬ 光製薬 後発品 4,939

注射薬 ７２１９４１２Ｈ１０８６ イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１瓶 モイオパミン３７０注２０ｍＬ 光製薬 後発品 1,785

注射薬 ７２１９４１２Ａ５０８３ イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１瓶 モイオパミン３７０注５０ｍＬ 光製薬 後発品 3,524

注射薬 ７２１９４１２Ａ６０９８ イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１瓶 モイオパミン３７０注１００ｍＬ 光製薬 後発品 5,896

注射薬 ２３９１４０３Ａ１０４１ 塩酸ラモセトロン ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 4,144

注射薬 ２３９１４０３Ｇ１０３６ 塩酸ラモセトロン ０．３ｍｇ２ｍＬ１筒 ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇシリンジ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 4,244

注射薬 ２３９１４０３Ａ１０３３ 塩酸ラモセトロン ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ラモセトロン塩酸塩注射液０．３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 高田製薬 後発品 4,144

注射薬 ２３９１４０３Ａ１０５０ 塩酸ラモセトロン ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ラモセトロン塩酸塩注射液０．３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 4,144

外用薬 １３１９７２０Ｑ５０４６ ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 アイケアミニ点眼液０．３％ 科研製薬 後発品 17.30

外用薬 ２６１９７１６Ｑ１２１５
塩酸アルキルジアミノエチルグリ
シン

１０％１０ｍＬ
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液１
０％「メタル」

中北薬品 後発品 7.60

外用薬 １３１９７２２Ｑ１１７１ オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・オー新薬 後発品 44.60

外用薬 １３１９７２２Ｑ１１８０ オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「タナベ」 長生堂製薬 後発品 50.50

外用薬 １３１９７２０Ｑ１１０５ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 オペガンハイ０．４眼粘弾剤１％ 生化学工業 後発品 7,679.60

外用薬 １３１９７２０Ｑ７１５４ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペガンハイ０．６眼粘弾剤１％ 生化学工業 後発品 7,679.60

外用薬 ２６３４７１３Ｍ１０７０ リン酸クリンダマイシン １％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「ＤＫ」 大興製薬 後発品 35.50

外用薬 ２６５５７０９Ｎ１０７０ ケトコナゾール ２％１ｇ 　局　ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 24.70

外用薬 ２６５５７０９Ｑ１０６８ ケトコナゾール ２％１ｇ 　局　ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 24.70

外用薬 ２６４９７２９Ｓ２２１５ ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 後発品 9.80

外用薬 ２６４９７２９Ｓ３１４９ ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 後発品 16.70

外用薬 ２６４９７３４Ｑ１０８５ ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」 東光薬品工業 後発品 5.70

外用薬 ２６４９７３４Ｑ１０９３ ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａゲル１％「ラクール」 三友薬品 後発品 5.80

外用薬 ２６４９７３４Ｓ３０５０ ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 後発品 14.40

外用薬 ２６４９７３４Ｓ３０６９ ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮaパップ７０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 後発品 14.40

外用薬 ２６４９７３４Ｓ３０７７ ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 後発品 14.30

外用薬 ２６４９７３４Ｓ４０５７ ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 後発品 24.30

外用薬 ２６４９７３４Ｓ４０６５ ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮaパップ１４０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 後発品 24.50

外用薬 ２６４９７３４Ｓ４０７３ ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 後発品 24.00

外用薬 ２６４９７３４Ｓ３０８５ ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚
ジクロフェナクナトリウムパップ７０ｍｇ「オオイ
シ」

大石膏盛堂 後発品 14.30
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外用薬 ２６４９７３４Ｓ４０８１ ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
ジクロフェナクナトリウムパップ１４０ｍｇ「オオイ
シ」

大石膏盛堂 後発品 24.00

外用薬 ２６５９７１０Ｎ１１８７ 塩酸テルビナフィン １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 15.70

外用薬 １３１９７３６Ｑ１１１４ トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 596.90

外用薬 １３１９７２０Ｑ５０５４ ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアールミニ点眼液０．３％ キョーリンリメディオ 後発品 11.20

外用薬 １３１９７２０Ｑ３１１６ ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 216.90

外用薬 １３１９７２０Ｑ５０６２ ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．３％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 11.20

外用薬 １３１９７２０Ｑ５０７０ ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアロンサンミニ点眼液０．３％ 東亜薬品 後発品 16.90

外用薬 ２６４９７３１Ｓ１２４０ フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルナビオンテープ７０ 岡山大鵬薬品 後発品 16.20

外用薬 １３２９７０７Ｑ３１７６ プロピオン酸フルチカゾン ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０µｇ「ＣＨ」５６
噴霧用

長生堂製薬 後発品 705.60

外用薬 １３１９７３９Ｑ１２６６ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 556.60

外用薬 １３１９７４４Ｑ１０４６ 塩酸レボブノロール ０．５％１ｍＬ レボブノロール塩酸塩ＰＦ点眼液０．５％「日点」 日本点眼薬研究所 後発品 350.90

平成２２年９月２４日

区分 医薬品コード 一 般 名 規　格 品　　　　　名 メーカー名
診療報酬において
加算等の算定対象
となる後発医薬品

薬 価

注射薬 ２３９１４０３Ｇ１０２８ 塩酸ラモセトロン ０．３ｍｇ２ｍＬ１筒
ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇシリンジ「サ
ンド」

サンド 後発品 4,244

平成２２年９月１７日

区分 医薬品コード 一 般 名 規　格 品　　　　　名 メーカー名
診療報酬において
加算等の算定対象
となる後発医薬品

薬 価

内用薬 ２１７１０２２Ｆ１４０１ ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 27.20

内用薬 ２１７１０２２Ｆ２４０８ ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 50.80

内用薬 ２１４４００８Ｆ１１８８ 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 25.90

内用薬 ２１４４００８Ｆ２１８４ 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 52.60

内用薬 ２１４４００８Ｆ３１８０ 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 107.90

平成２２年５月２８日

区分 医薬品コード 一 般 名 規　格 品　　　　　名 メーカー名
診療報酬において
加算等の算定対象
となる後発医薬品

薬 価

内用薬 ２１７１０２３Ｆ１０３１ 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 アイロクール錠１０ メディサ新薬 後発品 4.80

内用薬 ４４９００１４Ｒ１０３０ 塩酸エピナスチン １％１ｇ アズサレオン小児用ドライシロップ１％ シオノケミカル 後発品 33.40

内用薬 ２３２９１２２Ｄ１４６５
アズレンスルホン酸ナトリウム・Ｌ
－グルタミン

１ｇ
アズレンスルホン酸ナトリウム・Ｌ－グルタミン配
合顆粒「クニヒロ」

皇漢堂製薬 後発品 6.20

内用薬 ２１２９０１０Ｆ１０５７ 塩酸アミオダロン １００ｍｇ１錠 　局　アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 206.90

内用薬 ２１２９０１０Ｆ３０２５ 塩酸アミオダロン ５０ｍｇ１錠 　局　アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 後発品 110.50

内用薬 ２１２９０１０Ｆ１０６５ 塩酸アミオダロン １００ｍｇ１錠 　局　アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 後発品 206.90

内用薬 ２１７１０２２Ｆ３２５０ ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザイ 後発品 23.40

内用薬 ２１７１０２２Ｆ３２６９ ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 25.80

内用薬 ２１７１０２２Ｆ４２５７ ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザイ 後発品 43.20

内用薬 ２１７１０２２Ｆ４２６５ ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 48.90

内用薬 ２１７１０２２Ｑ１０４６ ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 後発品 23.00

内用薬 ２１７１０２２Ｑ１０２０ ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 17.60

内用薬 ２１７１０２２Ｑ１０３８ ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 ハイゾン製薬 後発品 20.60

内用薬 ２１７１０２２Ｑ１０５４ ベシル酸アムロジピン ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.80

内用薬 ２１７１０２２Ｑ２０４２ ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 後発品 43.20

内用薬 ２１７１０２２Ｑ２０２６ ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 33.50

内用薬 ２１７１０２２Ｑ２０３４ ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「ＴＹＫ」 ハイゾン製薬 後発品 38.00

内用薬 ２１７１０２２Ｑ２０５０ ベシル酸アムロジピン ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.70

内用薬 ２１４４００３Ｆ３０３０ アラセプリル ５０ｍｇ１錠 　局　アラセプル錠５０ｍｇ 日医工 後発品 9.00

内用薬 ４４９００１４Ｆ１１４９ 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 アレジオテック錠１０ 日本薬品工業 後発品 67.80
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内用薬 ３９９９０１８Ｆ１０７２ アレンドロン酸ナトリウム水和物 ５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 77.10

内用薬 ２２３９００１Ｆ１７００ 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 ２１７１０２３Ｆ１０４０ 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 イソニトール錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.30

内用薬 ２２５９１００Ｐ１０４３
塩酸イソプロテレノール・プロナー
ゼ

１カプセル イソパール・Ｐ配合カプセル 科研製薬 後発品 14.90

内用薬 ２１４４００５Ｆ１０３６ シラザプリル ０．２５ｍｇ１錠 　局　インヒロック錠０．２５ メディサ新薬 後発品 22.50

内用薬 ２１４４００２Ｆ３１４０ マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠 　局　エナラート錠１０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 17.50

内用薬 ２１４４００２Ｆ１１９９ マレイン酸エナラプリル ２．５ｍｇ１錠 　局　エナラプリル錠２．５ＭＥＥＫ 小林化工 後発品 21.20

内用薬 ２１４４００２Ｆ３１５９ マレイン酸エナラプリル １０ｍｇ１錠
　局　エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 21.30

内用薬 ４４９００１４Ｒ１０４８ 塩酸エピナスチン １％１ｇ エピナジオンＤＳ小児用１％ メディサ新薬 後発品 47.00

内用薬 ３１１２００１Ｍ４０５３ アルファカルシドール ３μｇ１カプセル エルシボンカプセル３．０μｇ 扶桑薬品工業 後発品 65.20

内用薬 ４４９００１４Ｒ１０５６ 塩酸エピナスチン １％１ｇ エルピナンＤＳ小児用１％ 東和薬品 後発品 77.10

内用薬 ２１７１０２１Ｆ１２０２ 塩酸ベニジピン ２ｍｇ１錠 　局　塩酸ベニジピン錠２ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメディオ 後発品 18.90

内用薬 ２１７１０２１Ｆ３１８３ 塩酸ベニジピン ８ｍｇ１錠 　局　塩酸ベニジピン錠８ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメディオ 後発品 40.40

内用薬 ２３２９０２２Ｈ２１１２ オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプトロール錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 42.50

内用薬 ２３２９０２２Ｈ２１２０ オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 49.10

内用薬 ２２５９００４Ｆ１１４５ 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 カプテレノール錠２５μｇ 日医工ファーマ 後発品 5.80

内用薬 １１２４０２３Ｆ２０４１ アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 カームダン錠０．８ｍｇ 共和薬品工業 後発品 9.40

内用薬 ４４１９００８Ｆ１４６６ フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 クレマスチン錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.00

内用薬 ４４１９００８Ｑ１１８１ フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ クレマスチンシロップ０．０１％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 13.70

内用薬 ３３９９００６Ｆ１２５５ 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 後発品 56.50

内用薬 ３３９９００６Ｆ１２６３ 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 56.50

内用薬 ３３９９００６Ｆ２２５１ 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 後発品 97.70

内用薬 ３３９９００６Ｆ２２６０ 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 97.70

内用薬 ２２３３００２Ｆ２０５７ カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 サワテン錠５００ｍｇ 沢井製薬 後発品 8.90

内用薬 ２１４４００５Ｆ１０４４ シラザプリル ０．２５ｍｇ１錠 　局　シラザベース錠０．２５ｍｇ 東和薬品 後発品 19.70

内用薬 ２１７１００６Ｎ１１４８ 塩酸ジルチアゼム １００ｍｇ１カプセル
ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 20.00

内用薬 ２１７１００６Ｆ１３２１ 塩酸ジルチアゼム ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 ２１７１００６Ｆ２１０７ 塩酸ジルチアゼム ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 10.10

内用薬 １１７９０３２Ｆ１０３４ 塩酸スルトプリド ５０ｍｇ１錠 スタドルフ錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.70

内用薬 ４４９００２０Ｆ３０２３ 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 61.50

内用薬 ４４９００２０Ｆ４０２０ 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 84.10

内用薬 ２１２３０１１Ｆ１１９８ アテノロール ２５ｍｇ１錠 セーブテンス錠２５ｍｇ ファイザー 後発品 14.40

内用薬 ２１４４００３Ｆ１０６１ アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 　局　セボチール錠１２．５ メディサ新薬 後発品 8.70

内用薬 ２１４４００３Ｆ３０４８ アラセプリル ５０ｍｇ１錠 　局　セボチール錠５０ メディサ新薬 後発品 10.20

内用薬 １１７９０２６Ｆ１０３９ チミペロン ０．５ｍｇ１錠 セルマニル錠０．５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 3.90

内用薬 ２５９０００８Ｆ１０４２ 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 タムスロンＯＤ錠０．１ｍｇ 東和薬品 後発品 48.40

内用薬 ２５９０００８Ｆ２０４９ 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 タムスロンＯＤ錠０．２ｍｇ 東和薬品 後発品 103.40

内用薬 １２４９００５Ｆ１１１４ 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 チメピジウム臭化物錠３０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 ２１９０００５Ｆ１２４１ 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 テクニス錠１０ 沢井製薬 後発品 5.40

内用薬 ３１１２００１Ｍ４０６１ アルファカルシドール ３μｇ１カプセル トヨファロールカプセル３．０ 旭化成ファーマ 後発品 58.50

内用薬 １１４９０３２Ｆ１０５１ エトドラク １００ｍｇ１錠 ニコナス錠１００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 10.90

内用薬 ２３９９００５Ｆ１０９４ ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ノーゼア錠５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 １１７９０３２Ｆ１０４２ 塩酸スルトプリド ５０ｍｇ１錠 バチール錠５０ｍｇ 全星薬品工業 後発品 5.70
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内用薬 ４２９１００９Ｆ１２１７ ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 576.00

内用薬 ２３５９００５Ｓ１２５９ ピコスルファートナトリウム ０．７５％１ｍＬ
ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＣＨ
ＯＳ」

シー・エイチ・オー新薬 後発品 10.40

内用薬 ２３５９００５Ｓ１２７５ ピコスルファートナトリウム ０．７５％１ｍＬ
ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 10.40

内用薬 ２３５９００５Ｓ１２６７ ピコスルファートナトリウム ０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 10.40

内用薬 ４４９００１４Ｆ１１５７ 塩酸エピナスチン １０ｍｇ１錠 ピナジオン錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 28.10

内用薬 ４４９０００４Ｆ１０４８ 塩酸アゼラスチン ０．５ｍｇ１錠 ビフェルチン錠０．５ 日医工ファーマ 後発品 5.30

内用薬 ２３２５００３Ｆ１２５３ ファモチジン １０ｍｇ１錠 　局　ファモチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 ２３２５００３Ｆ２２７６ ファモチジン ２０ｍｇ１錠 　局　ファモチジン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.60

内用薬 １２４２００２Ｆ１３７３ 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.40

内用薬 ２１８９０１０Ｆ１３１４ 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「ＫＨ」 マイラン製薬 後発品 26.00

内用薬 ６２９０００２Ｍ１１３５ フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 281.40

内用薬 ６２９０００２Ｍ２１３１ フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 513.40

内用薬 １１２４００９Ｆ３０２１ ブロチゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ブロゾーム錠０．１２５ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.40

内用薬 ３３９９００５Ｆ１１８８ ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 36.60

内用薬 ３９９９００２Ｆ１０３９ ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 　局　ミゾリビン錠２５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 130.90

内用薬 ３９９９００２Ｆ２０３５ ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 　局　ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 224.70

内用薬 １１７９０４０Ｆ３０３１ 塩酸ミルナシプラン １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 14.70

内用薬 １１７９０４０Ｆ３０４０ 塩酸ミルナシプラン １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 16.40

内用薬 １１７９０４０Ｆ３０５８ 塩酸ミルナシプラン １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 16.50

内用薬 １１７９０４０Ｆ４０６２ 塩酸ミルナシプラン ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 42.10

内用薬 １１７９０４０Ｆ４０４６ 塩酸ミルナシプラン ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファーマ 後発品 48.20

内用薬 １１７９０４０Ｆ４０５４ 塩酸ミルナシプラン ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 51.10

内用薬 １１７９０４０Ｆ４０７０ 塩酸ミルナシプラン ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 46.10

内用薬 ２２３３００２Ｒ１０５７ カルボシステイン ３３．３％１ｇ メチスタＤＳ３３．３％ 東和薬品 後発品 10.60

内用薬 ４４９０００４Ｆ１０５６ 塩酸アゼラスチン ０．５ｍｇ１錠 ラスプジン錠０．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.30

内用薬 １１７９０３８Ｆ８０３６ リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 70.50

内用薬 １１７９０３８Ｓ１０８０ リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 58.50

内用薬 ２３１９１００Ｆ１０８０
塩化ベルベリン・ゲンノショウコエ
キス

１錠 リーダイ配合錠 大洋薬品工業 後発品 5.70

内用薬 ２３２９０２１Ｄ１０８０ レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「日医工」 日医工 後発品 24.70

内用薬 ２３２９０２１Ｆ１２５０ レバミピド １００ｍｇ１錠 　局　レバミピド錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11.70

内用薬 ２３２９０２１Ｆ１２８５ レバミピド １００ｍｇ１錠 　局　レバミピド錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 11.70

内用薬 ２３２９０２１Ｆ１２６９ レバミピド １００ｍｇ１錠 　局　レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 11.70

内用薬 ２３２９０２１Ｆ１２７７ レバミピド １００ｍｇ１錠 　局　レバミピド錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.70

内用薬 ２３１９００１Ｃ２０９５ 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペラン細粒０．１％ ダイト 後発品 16.50

内用薬 ３１１２００１Ｍ４０７０ アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ワークミンカプセル３．０ あすか製薬 後発品 129.60

注射薬 ２１９０４０８Ａ１０８９ アルガトロバン １０ｍｇ２０ｍＬ１管 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 1,365

注射薬 ７２９０４０８Ｇ４０６２ ガドジアミド水和物 ３２．３％５ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ５ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 2,791

注射薬 ７２９０４０８Ｇ１０６３ ガドジアミド水和物 ３２．３％１０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ１０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,126

注射薬 ７２９０４０８Ｇ５０２６ ガドジアミド水和物 ３２．３％１３ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ１３ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 6,458

注射薬 ７２９０４０８Ｇ２０６０ ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ１５ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 7,327

注射薬 ７２９０４０８Ｇ３０６６ ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ２０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 9,443

注射薬 ３９９９４０３Ｄ１２８０ メシル酸ガベキサート １００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 199

注射薬 ２３９１４００Ｇ１１４８ 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 3,537
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注射薬 ４２２４４０３Ｄ１０４９ 塩酸ゲムシタビン ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 3,600

注射薬 ４２２４４０３Ｄ１０５７ 塩酸ゲムシタビン ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「タイホウ」 大鵬薬品工業 後発品 3,600

注射薬 ４２２４４０３Ｄ１０６５ 塩酸ゲムシタビン ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 後発品 3,600

注射薬 ４２２４４０３Ｄ２０４５ 塩酸ゲムシタビン １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「サンド」 サンド 後発品 16,770

注射薬 ４２２４４０３Ｄ２０５３ 塩酸ゲムシタビン １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「タイホウ」 大鵬薬品工業 後発品 16,770

注射薬 ４２２４４０３Ｄ２０６１ 塩酸ゲムシタビン １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 高田製薬 後発品 16,770

注射薬 ２１７１４０５Ｄ４０６９ 塩酸ジルチアゼム １０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 179

注射薬 ２１７１４０５Ｄ５０６５ 塩酸ジルチアゼム ５０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 546

注射薬 ２１７１４０５Ｄ３０８９ 塩酸ジルチアゼム ２５０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 2,357

注射薬 ６１３２４００Ｆ１１０６ 塩酸セフォチアム ２５０ｍｇ１瓶 　局　セピドナリン静注用０．２５ｇ 日医工ファーマ 後発品 224

注射薬 ６１３２４００Ｆ２１５３ 塩酸セフォチアム ５００ｍｇ１瓶 　局　セピドナリン静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 後発品 288

注射薬 ６１３２４２５Ｄ１０４０ 塩酸セフェピム ５００ｍｇ１瓶 　局　セフェピム塩酸塩静注用０．５ｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 後発品 556

注射薬 ６１３２４２５Ｄ２０４７ 塩酸セフェピム １ｇ１瓶 　局　セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 後発品 790

注射薬 ６１３２４１９Ｆ１０９７ セフトリアキソンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 227

注射薬 ６１３２４１９Ｆ２１２３ セフトリアキソンナトリウム １ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 367

注射薬 ６１３２４０８Ｆ２０３６ セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶 　局　セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 177

注射薬 ３３３４４０３Ｇ２０２２ ダルテパリンナトリウム
２，５００低分子ヘパリン国
際単位１０ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注２５００単位／１０ｍＬシリン
ジ「ニプロ」

ニプロファーマ 後発品 554

注射薬 ３３３４４０３Ｇ３０２９ ダルテパリンナトリウム
３，０００低分子ヘパリン国
際単位１２ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注３０００単位／１２ｍＬシリン
ジ「ニプロ」

ニプロファーマ 後発品 621

注射薬 ３３３４４０３Ｇ４０２５ ダルテパリンナトリウム
４，０００低分子ヘパリン国
際単位１６ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注４０００単位／１６ｍＬシリン
ジ「ニプロ」

ニプロファーマ 後発品 750

注射薬 ３３３４４０３Ｇ５０２１ ダルテパリンナトリウム
５，０００低分子ヘパリン国
際単位２０ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／２０ｍＬシリン
ジ「ニプロ」

ニプロファーマ 後発品 874

注射薬 ６１１９４０１Ｄ１１４０ テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 4,120

注射薬 ４２３５４０２Ａ２０２１ 塩酸ドキソルビシン １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 1,628

注射薬 ４２３５４０２Ａ３０２８ 塩酸ドキソルビシン ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 7,038

注射薬 ４２３５４０２Ｄ１０４８ 塩酸ドキソルビシン １０ｍｇ１瓶 　局　ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 1,628

注射薬 ４２３５４０２Ｄ２０２８ 塩酸ドキソルビシン ５０ｍｇ１瓶 　局　ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 7,038

注射薬 ２１１９４０４Ａ１１８２ 塩酸ドブタミン １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 318

注射薬 ６１３２４００Ｆ１１１４ 塩酸セフォチアム ２５０ｍｇ１瓶 　局　パセトクール静注用０．２５ｇ ニプロファーマ 後発品 237

注射薬 １２４２４０２Ａ１０３４ 臭化ブトロピウム ４ｍｇ１管 ブトロパン注射液４ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 67

注射薬 ３３３４４０４Ｇ４０２０ パルナパリンナトリウム
２，０００低分子量ヘパリン
単位２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用１００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ 扶桑薬品工業 後発品 599

注射薬 ３３３４４０４Ｇ５０２６ パルナパリンナトリウム
３，０００低分子量ヘパリン
単位２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ 扶桑薬品工業 後発品 810

注射薬 ３３３４４０４Ｇ６０２２ パルナパリンナトリウム
４，０００低分子量ヘパリン
単位２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ 扶桑薬品工業 後発品 1,020

注射薬 ２５３１４０１Ａ１１４２ マレイン酸メチルエルゴメトリン ０．０２％１ｍＬ１管 メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 62

外用薬 ２６４９７３１Ｓ３０３０ フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 アスゼスパップ１４０ｍｇ 三友薬品 後発品 26.00

外用薬 ２２６０７００Ｆ１１１０ アズレンスルホン酸ナトリウム ４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＨＹＺ」 ハイゾン製薬 後発品 45.40

外用薬 ２２６０７００Ｆ１１２９ アズレンスルホン酸ナトリウム ４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 45.40

外用薬 １３１９７３２Ｑ１０８６ イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ
イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％「ニッ
テン」

ニッテン 後発品 289.40

外用薬 ２６３４７１３Ｍ１０５４ リン酸クリンダマイシン １％１ｇ
クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 35.50

外用薬 ２６３４７１３Ｍ１０６２ リン酸クリンダマイシン １％１ｇ
クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 35.50

外用薬 １１４７７００Ｊ１１５４ ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 １１４７７００Ｊ２２１５ ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 １１４７７００Ｊ３２４６ ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 ２５５９８１４Ｊ１０６２
吉草酸ジフルコルトロン・リドカイ
ン

１個 ネリザ坐剤 ジェイドルフ製薬 後発品 23.10

外用薬 ２５５９８１４Ｍ１０４２
吉草酸ジフルコルトロン・リドカイ
ン

１ｇ ネリザ軟膏 ジェイドルフ製薬 後発品 25.30
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外用薬 ６２５０７００Ｍ１２００ ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「ＪＧ」 シオノケミカル 後発品 107.70

外用薬 ２６４９７３１Ｓ２０５０ フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ファルジーテープ３５ｍｇ ニプロパッチ 後発品 10.10

外用薬 ２６４９７３１Ｓ３０４９ フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビスパップ１４０ｍｇ 東光薬品工業 後発品 26.40

外用薬 ２６４９７２９Ｓ３１３０ ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フレストルテープ４０ｍｇ 東和薬品 後発品 22.00

外用薬 １３１９７３９Ｑ１０９６ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「アメル」 共和薬品工業 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１１００ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「イセイ」 イセイ 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１０４５ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＡＡ」 バイオテックベイ 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１０６１ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１１１８ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「科研」 科研製薬 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１１２６ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「キッセイ」 キッセイ薬品工業 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１０５３ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＫＲＭ」 キョーリンリメディオ 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１１３４ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１１４２ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「コーワ」 興和 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１１５０ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「サワイ」 沢井製薬 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１１６９ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「三和」 三和化学研究所 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１１７７ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「センジュ」 千寿製薬 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１１８５ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「タカタ」 高田製薬 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１０８８ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１０７０ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１１９３ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「トーワ」 東和薬品 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１２０７ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「日医工」 日医工 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１２１５ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニッテン」 ニッテン 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１２２３ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」 日東メディック 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１２３１ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１２４０ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「わかもと」 わかもと製薬 後発品 618.40

外用薬 １３１９７３９Ｑ１２５８ ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」 日本点眼薬研究所 後発品 618.40

外用薬 ２６５５７１０Ｑ１０４４ ラノコナゾール １％１ｍＬ ラノコナゾール外用液１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 34.40

外用薬 ２６５５７１０Ｎ１０４８ ラノコナゾール １％１ｇ ラノコナゾールクリーム１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 34.40

外用薬 ２６５５７１０Ｍ１０４２ ラノコナゾール １％１ｇ ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 34.40

平成２２年４月２３日

区分 医薬品コード 一 般 名 規　格 品　　　　　名 メーカー名
診療報酬において
加算等の算定対象
となる後発医薬品

薬 価

注射薬 ３９９９４２７Ａ１０２６
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）
［エポエチンアルファ後続１］

７５０国際単位０．５ｍＬ１瓶 エポエチンアルファＢＳ注７５０「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサーチ 後発品 1,113

注射薬 ３９９９４２７Ａ２０２２
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）
［エポエチンアルファ後続１］

１，５００国際単位１ｍＬ１瓶 エポエチンアルファＢＳ注１５００「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサーチ 後発品 1,938

注射薬 ３９９９４２７Ａ３０２９
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）
［エポエチンアルファ後続１］

３，０００国際単位２ｍＬ１瓶 エポエチンアルファＢＳ注３０００「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサーチ 後発品 3,377

注射薬 ３９９９４２７Ｇ１０２９
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）
［エポエチンアルファ後続１］

７５０国際単位０．５ｍＬ１筒 エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサーチ 後発品 848

注射薬 ３９９９４２７Ｇ２０２５
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）
［エポエチンアルファ後続１］

１，５００国際単位１ｍＬ１筒 エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサーチ 後発品 1,491

注射薬 ３９９９４２７Ｇ３０２１
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）
［エポエチンアルファ後続１］

３，０００国際単位２ｍＬ１筒 エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサーチ 後発品 2,622
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