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内用薬 1121001X1018 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ブロモバレリル尿素 8.80 H23.11.11一般名等

内用薬 1121001X1042 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ブロムワレリル尿素「三恵」 三恵薬品 9.10
内用薬 1121001X1050 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 「純生」ブロムワレリル尿素 純生薬品工業 9.10 H24.3.31まで
内用薬 1121001X1085 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ブロムワレリル尿素「メタル」 中北薬品 9.60
内用薬 1121001X1107 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ブロムワレリル尿素「ホエイ」 マイラン製薬 9.10
内用薬 1121001X1131 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ※ ブロムワレリル尿素（山善） 山善製薬 9.60
内用薬 1121001X1166 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ブロムワレリル尿素〈ハチ〉 東洋製薬化成 9.10
内用薬 1121001X1204 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ブロバリン原末 日本新薬 10.00
内用薬 1121001X1212 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ブロモバレリル尿素「ヨシダ」 吉田製薬 10.40
内用薬 1121001X1220 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ブロムワレリル尿素「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.00
内用薬 1121001X1239 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」 丸石製薬 9.10

内用薬 1123001X1012 抱水クロラール １ｇ 局 抱水クロラール 36.20
内用薬 1124001B1039 エスタゾラム １％１ｇ ユーロジン散１％ 武田薬品工業 64.40
内用薬 1124001F1022 エスタゾラム １ｍｇ１錠 ユーロジン１ｍｇ錠 武田薬品工業 11.00
内用薬 1124001F1030 エスタゾラム １ｍｇ１錠 エスタゾラム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 8.30
内用薬 1124001F2029 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 ユーロジン２ｍｇ錠 武田薬品工業 17.20
内用薬 1124001F2037 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 13.70
内用薬 1124002M1042 塩酸フルラゼパム １０ｍｇ１カプセル ベノジールカプセル１０ 協和発酵キリン 9.60
内用薬 1124002M2022 塩酸フルラゼパム １５ｍｇ１カプセル ダルメートカプセル１５ 共和薬品工業 11.60
内用薬 1124002M2049 塩酸フルラゼパム １５ｍｇ１カプセル ベノジールカプセル１５ 協和発酵キリン 11.60
内用薬 1124003B1070 ニトラゼパム １％１ｇ ネルボン散１％ 第一三共 18.20
内用薬 1124003C1092 ニトラゼパム １％１ｇ ベンザリン細粒１％ 塩野義製薬 18.70
内用薬 1124003C1106 ニトラゼパム １％１ｇ ネルロレン細粒１％ 辰巳化学 後発品 6.20
内用薬 1124003F1021 ニトラゼパム ２ｍｇ１錠 ベンザリン錠２ 塩野義製薬 6.00
内用薬 1124003F2044 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 チスボン錠５ 鶴原製薬 後発品 5.40
内用薬 1124003F2176 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ネルロレン錠「５」 辰巳化学 後発品 5.40
内用薬 1124003F2184 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ノイクロニック錠５ 大洋薬品工業 後発品 5.40
内用薬 1124003F2222 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ベンザリン錠５ 塩野義製薬 11.80
内用薬 1124003F2230 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ネルボン錠５ｍｇ 第一三共 11.80
内用薬 1124003F2249 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 1124003F2257 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ヒルスカミン錠５ｍｇ イセイ 後発品 5.40

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 H23.11.28収載

内用薬 1124003F3040 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 チスボン錠１０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124003F3083 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ネルボン錠１０ｍｇ 第一三共 18.30
内用薬 1124003F3091 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ネルロレン錠「１０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1124003F3121 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ベンザリン錠１０ 塩野義製薬 18.30

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 H23.11.28収載

内用薬 1124004F1042 ニメタゼパム ３ｍｇ１錠 エリミン錠３ｍｇ 大日本住友製薬 15.20
内用薬 1124004F2030 ニメタゼパム ５ｍｇ１錠 エリミン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 19.90
内用薬 1124005C1032 ハロキサゾラム １％１ｇ ソメリン細粒１％ 第一三共 29.60
内用薬 1124005F1020 ハロキサゾラム ５ｍｇ１錠 ソメリン錠５ｍｇ 第一三共 19.40
内用薬 1124005F2027 ハロキサゾラム １０ｍｇ１錠 ソメリン錠１０ｍｇ 第一三共 29.00
内用薬 1124007F1020 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 ファイザー 11.20
内用薬 1124007F1038 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ハルラック錠０．１２５ｍｇ 富士薬品 後発品 5.80
内用薬 1124007F1046 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＥＭ

ＥＣ」
サンノーバ 後発品 5.80

内用薬 1124007F1054 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 パルレオン錠０．１２５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124007F1062 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ミンザイン錠０．１２５ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 1124007F1070 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
大興製薬 後発品 5.60 H22.11.19収載

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（山形） 後発品 5.60 H23.11.28収載

内用薬 1124007F1097 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠
トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.60 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

内用薬 1124007F2026 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ハルシオン０．２５ｍｇ錠 ファイザー 16.00

内用薬 1124007F2034 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 アサシオン０．２５ｍｇ錠 長生堂製薬 後発品 6.50 H24.3.31まで

内用薬 1124007F2042 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 アスコマーナ錠０．２５ 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 1124007F2050 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 カムリトン０．２５ｍｇ錠 寿製薬 後発品 5.80
内用薬 1124007F2093 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ネスゲン錠「０．２５」 辰巳化学 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 1124007F2107 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ハルラック錠０．２５ｍｇ 富士薬品 後発品 6.50
内用薬 1124007F2115 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 パルレオン錠０．２５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124007F2158 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＳ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124007F2166 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ミンザイン錠０．２５ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 1124007F2174 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアラム錠０．２５ｍｇ 小林化工 後発品 5.80
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 H22.11.19収載

内用薬 1124007F2190 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＥＭＥ サンノーバ 後発品 6.50 H23.11.28収載

内用薬 1124007F2204 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＣ 辰巳化学 後発品 5.60 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

内用薬 1124008F1024 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 サイレース錠１ｍｇ エーザイ 16.60
内用薬 1124008F1032 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 ロヒプノール錠１ 中外製薬 15.60
内用薬 1124008F1040 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 ビビットエース錠１ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1124008F1059 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 フルトラース錠１ｍｇ シオノケミカル 後発品 5.80
内用薬 1124008F1067 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

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 H23.11.28収載

内用薬 1124008F2020 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 サイレース錠２ｍｇ エーザイ 23.80
内用薬 1124008F2039 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 ロヒプノール錠２ 中外製薬 23.10
内用薬 1124008F2047 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.00

内用薬 1124008F2055 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 ビビットエース錠２ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.20

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

内用薬 1124009F1037 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 グッドミン錠０．２５ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 11.90
内用薬 1124009F1070 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ノクスタール錠０．２５ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
後発品 12.20

内用薬 1124009F1088 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ユリモラン錠 長生堂製薬 後発品 7.30 H22.6.30まで
内用薬 1124009F1096 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レドルパー錠０．２５ｍｇ 大原薬品工業 後発品 10.00
内用薬 1124009F1118 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ロンフルマン錠０．２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.70
内用薬 1124009F1126 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 アムネゾン錠０．２５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 7.80
内用薬 1124009F1150 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラン錠０．２５ｍｇ 日医工 後発品 8.70
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内用薬 1124009F1185 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＭ錠０．２５「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 後発品 11.90

内用薬 1124009F1193 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.70

内用薬 1124009F1207 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロメトン錠０．２５ｍｇ マイラン製薬 後発品 12.20
内用薬 1124009F1215 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ゼストロミン錠０．２５ｍｇ 東和薬品 後発品 8.70
内用薬 1124009F1223 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レンドルミン錠０．２５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
29.40

内用薬 1124009F1231 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ネストローム錠０．２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 7.30
内用薬 1124009F1240 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ソレントミン錠０．２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 6.70
内用薬 1124009F1258 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロゾーム錠０．２５ｍｇ ニプロファーマ 後発品 8.70
内用薬 1124009F1266 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レンデム錠０．２５ｍｇ メディサ新薬 後発品 11.90
内用薬 1124009F1274 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 7.80

内用薬 1124009F1282 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 7.30

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 H22.11.19収載

内用薬 1124009F2025 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

29.40

内用薬 1124009F2041 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 7.80

内用薬 1124009F2050 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 レンデムＤ錠０．２５ｍｇ メディサ新薬 後発品 11.90
内用薬 1124009F2068 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
大興製薬 後発品 6.70 H22.11.19収載

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 H22.5.28収載

内用薬 1124010F1021 ロルメタゼパム １ｍｇ１錠 エバミール錠１．０ バイエル薬品 22.00
内用薬 1124010F1030 ロルメタゼパム １ｍｇ１錠 ロラメット錠１．０ あすか製薬 23.50
内用薬 1124013B1031 オキサゾラム １０％１ｇ セレナール散１０％ 第一三共 44.60
内用薬 1124013C1045 オキサゾラム １０％１ｇ ペルサール細粒 イセイ 後発品 11.00 H22.6.30まで
内用薬 1124013C1053 オキサゾラム １０％１ｇ ペルサール細粒１０％ イセイ 後発品 11.00
内用薬 1124013F1033 オキサゾラム ５ｍｇ１錠 セレナール錠５ 第一三共 5.70
内用薬 1124013F2064 オキサゾラム １０ｍｇ１錠 セレナール錠１０ 第一三共 5.90
内用薬 1124013F2080 オキサゾラム １０ｍｇ１錠 トッカータ錠１０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.40 H23.3.31まで
内用薬 1124013F2110 オキサゾラム １０ｍｇ１錠 ネブスン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.40 H23.3.31まで
内用薬 1124013F2129 オキサゾラム １０ｍｇ１錠 ペルサール錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 1124013F3109 オキサゾラム ２０ｍｇ１錠 ペルサール錠２０ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 1124014B1036 クロキサゾラム １％１ｇ セパゾン散１％ 第一三共 26.90
内用薬 1124014F1038 クロキサゾラム １ｍｇ１錠 セパゾン錠１ 第一三共 5.70
内用薬 1124014F2034 クロキサゾラム ２ｍｇ１錠 セパゾン錠２ 第一三共 6.00
内用薬 1124015M2020 クロラゼプ酸二カリウム ７．５ｍｇ１カプセル 局 メンドン７．５ｍｇ アボットジャパン 11.70 H22.6.30まで
内用薬 1124015M2038 クロラゼプ酸二カリウム ７．５ｍｇ１カプセル 局 メンドンカプセル７．５ｍｇ アボットジャパン 11.70
内用薬 1124017B1129 ジアゼパム １％１ｇ セルシン散１％ 武田薬品工業 18.70
内用薬 1124017B1137 ジアゼパム １％１ｇ ジアゼパム散１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1124017B1145 ジアゼパム １％１ｇ ホリゾン散１％ アステラス製薬 17.00
内用薬 1124017B1153 ジアゼパム １％１ｇ リリバー散１％ マイラン製薬 後発品 6.20 H24.3.31まで
内用薬 1124017B1161 ジアゼパム １％１ｇ リリーゼン散１％ 日医工ファーマ 後発品 6.20 H23.3.31まで
内用薬 1124017B1170 ジアゼパム １％１ｇ パールキット散１％ ニプロファーマ 後発品 6.20
内用薬 1124017F2046 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 1124017F2054 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1124017F2089 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアパックス錠２ｍｇ 大鵬薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124017F2097 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 セエルカム錠２ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124017F2100 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 セレナミン錠２ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 5.60
内用薬 1124017F2135 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ２ｍｇセルシン錠 武田薬品工業 5.90
内用薬 1124017F2143 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 パールキット錠２ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 1124017F2151 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ホリゾン錠２ｍｇ アステラス製薬 5.90
内用薬 1124017F2160 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 リリーゼン錠２ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 1124017F2194 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124017F2208 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 リリバー錠２ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.90 H23.3.31まで
内用薬 1124017F4049 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ５ｍｇセルシン錠 武田薬品工業 9.20
内用薬 1124017F4065 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠５「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1124017F4090 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアパックス錠５ｍｇ 大鵬薬品工業 後発品 5.70
内用薬 1124017F4103 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 セエルカム錠５ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124017F4111 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 セレナミン錠５ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 5.60
内用薬 1124017F4154 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 パールキット錠５ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 1124017F4162 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ホリゾン錠５ｍｇ アステラス製薬 9.20
内用薬 1124017F4200 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124017F5037 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 １０ｍｇセルシン錠 武田薬品工業 19.20
内用薬 1124017F5045 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 セエルカム錠１０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124017Q1032 ジアゼパム ０．１％１ｍＬ セルシンシロップ０．１％ 武田薬品工業 18.40
内用薬 1124018F1028 プラゼパム ５ｍｇ１錠 局 セダプランコーワ錠５ 興和 9.60 H24.3.31まで
内用薬 1124018F2024 プラゼパム １０ｍｇ１錠 局 セダプランコーワ錠１０ 興和 16.30 H24.3.31まで
内用薬 1124019C1034 フルジアゼパム ０．１％１ｇ エリスパン細粒０．１％ 大日本住友製薬 27.90
内用薬 1124019F1030 フルジアゼパム ０．２５ｍｇ１錠 エリスパン錠０．２５ｍｇ 大日本住友製薬 9.10
内用薬 1124020C1045 ブロマゼパム １％１ｇ レキソタン細粒１％ 中外製薬 31.20
内用薬 1124020C1053 ブロマゼパム １％１ｇ セニラン細粒１％ サンド 後発品 27.50
内用薬 1124020F1025 ブロマゼパム １ｍｇ１錠 レキソタン錠１ 中外製薬 5.60

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 H23.11.28収載

内用薬 1124020F2021 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 セニラン錠２ サンド 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 1124020F2030 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 レキソタン錠２ 中外製薬 6.60
内用薬 1124020F2048 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 セニラン錠２ｍｇ サンド 後発品 5.60
内用薬 1124020F3028 ブロマゼパム ３ｍｇ１錠 セニラン錠３ サンド 後発品 6.50 H22.6.30まで
内用薬 1124020F3036 ブロマゼパム ３ｍｇ１錠 セニラン錠３ｍｇ サンド 後発品 6.50
内用薬 1124020F4024 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 セニラン錠５ サンド 後発品 9.00 H22.6.30まで
内用薬 1124020F4032 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 レキソタン錠５ 中外製薬 15.50
内用薬 1124020F4040 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 セニラン錠５ｍｇ サンド 後発品 9.00
内用薬 1124021C1031 メダゼパム １％１ｇ パムネース細粒 東邦新薬 後発品 6.20
内用薬 1124021F1038 メダゼパム ２ｍｇ１錠 パムネース錠２ 東邦新薬 後発品 5.60
内用薬 1124021F1046 メダゼパム ２ｍｇ１錠 メダゼパム錠２（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124021F1054 メダゼパム ２ｍｇ１錠 レスミット錠２ 塩野義製薬 5.60
内用薬 1124021F2115 メダゼパム ５ｍｇ１錠 パムネース錠５ 東邦新薬 後発品 5.60
内用薬 1124021F2123 メダゼパム ５ｍｇ１錠 メダゼパム錠５（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124021F2166 メダゼパム ５ｍｇ１錠 レスミット錠５ 塩野義製薬 5.70
内用薬 1124022F1024 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 アズロゲン錠０．５ 高田製薬 後発品 5.00 H24.3.31まで
内用薬 1124022F1067 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ワイパックス錠０．５ ファイザー 6.70
内用薬 1124022F1075 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ユーパン錠０．５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.00
内用薬 1124022F2071 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ワイパックス錠１．０ ファイザー 12.20
内用薬 1124022F2080 ロラゼパム １ｍｇ１錠 アズロゲン錠１．０ 高田製薬 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 1124022F2101 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ユーパン錠１．０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
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内用薬 1124023F1029 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 コンスタン０．４ｍｇ錠 武田薬品工業 10.40
内用薬 1124023F1037 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 ソラナックス０．４ｍｇ錠 ファイザー 10.10
内用薬 1124023F1053 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 メデポリン錠０．４ メディサ新薬 後発品 5.60
内用薬 1124023F1088 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 アゾリタン錠０．４ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124023F1096 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 カームダン錠０．４ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124023F1100 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1124023F2025 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 コンスタン０．８ｍｇ錠 武田薬品工業 17.20
内用薬 1124023F2033 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 ソラナックス０．８ｍｇ錠 ファイザー 17.20
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 H22.5.28収載

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 H22.11.19収載

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 H22.11.19収載

内用薬 1124024C1035 フルタゾラム １％１ｇ コレミナール細粒１％ 沢井製薬 19.40
内用薬 1124024F1031 フルタゾラム ４ｍｇ１錠 コレミナール錠４ｍｇ 沢井製薬 9.70
内用薬 1124025C1030 メキサゾラム ０．１％１ｇ メレックス細粒０．１％ 第一三共 14.00
内用薬 1124025F1028 メキサゾラム ０．５ｍｇ１錠 メレックス錠０．５ｍｇ 第一三共 7.50
内用薬 1124025F2024 メキサゾラム １ｍｇ１錠 メレックス錠１ｍｇ 第一三共 13.90
内用薬 1124026C1034 トフィソパム １０％１ｇ エマンダキシン細粒 長生堂製薬 後発品 10.50 H22.6.30まで
内用薬 1124026C1077 トフィソパム １０％１ｇ ツルベール細粒 鶴原製薬 後発品 10.50 H22.6.30まで
内用薬 1124026C1085 トフィソパム １０％１ｇ グランダキシン細粒１０％ 持田製薬 30.70
内用薬 1124026C1093 トフィソパム １０％１ｇ ツルベール細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 10.50
内用薬 1124026C1107 トフィソパム １０％１ｇ トフィソパム細粒１０％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 10.50
内用薬 1124026F1022 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 グランダキシン錠５０ 持田製薬 17.10
内用薬 1124026F1030 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 エマンダキシン錠５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 1124026F1049 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 クラソパン錠５０ｍｇ 日本ジェネリック 後発品 5.60
内用薬 1124026F1111 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィルシン錠５０ シオノケミカル 後発品 6.00
内用薬 1124026F1120 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トルバナシン錠５０ 大正薬品工業 後発品 5.70
内用薬 1124026F1219 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 グランパム錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.70
内用薬 1124026F1227 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 ハイミジン錠５０ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.70
内用薬 1124026F1235 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トロンヘイム錠５０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.70
内用薬 1124026F1243 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 バイダキシン錠５０ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 7.90
内用薬 1124026F1251 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィス錠５０ｍｇ メディサ新薬 後発品 6.00
内用薬 1124026F1260 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 マイロニン錠５０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.70

内用薬 1124026F1278 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 コバンダキシン錠５０ｍｇ 小林化工 後発品 6.30
内用薬 1124026F1286 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィール錠５０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1124027F1035 フルトプラゼパム ２ｍｇ１錠 局 レスタス錠２ｍｇ ＭＳＤ 21.70 H23.4.1局方品

内用薬 1124028B1011 クロルジアゼポキシド １％１ｇ 局 クロルジアゼポキシド散 7.20
内用薬 1124028B1046 クロルジアゼポキシド １％１ｇ 局 コントール散１％ 武田薬品工業 9.00
内用薬 1124028B2018 クロルジアゼポキシド １０％１ｇ 局 クロルジアゼポキシド散 45.60
内用薬 1124028F1013 クロルジアゼポキシド ５ｍｇ１錠 局 クロルジアゼポキシド錠 9.60
内用薬 1124028F2010 クロルジアゼポキシド １０ｍｇ１錠 局 クロルジアゼポキシド錠 9.60
内用薬 1124029C1038 ロフラゼプ酸エチル １％１ｇ メイラックス細粒１％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
225.90

内用薬 1124029F1026 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 メイラックス錠１ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

23.80

内用薬 1124029F1034 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 アズトレム錠１ｍｇ 高田製薬 後発品 10.00 H24.3.31まで
内用薬 1124029F1042 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 スカルナーゼ錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 7.80
内用薬 1124029F1050 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 メデタックス錠１ メディサ新薬 後発品 10.00
内用薬 1124029F1069 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロンラックス錠１ｍｇ シオノケミカル 後発品 7.80
内用薬 1124029F1085 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ジメトックス錠１ 日医工ファーマ 後発品 7.80
内用薬 1124029F2022 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 メイラックス錠２ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
42.40

内用薬 1124029F2030 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 アズトレム錠２ｍｇ 高田製薬 後発品 16.00 H24.3.31まで
内用薬 1124029F2049 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 メデタックス錠２ メディサ新薬 後発品 16.00
内用薬 1124029F2057 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ロンラックス錠２ｍｇ シオノケミカル 後発品 10.90
内用薬 1124029F2073 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ジメトックス錠２ 日医工ファーマ 後発品 10.50
内用薬 1124029F2081 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 スカルナーゼ錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 10.10
内用薬 1124030F1029 クアゼパム １５ｍｇ１錠 ドラール錠１５ 久光製薬 110.90
内用薬 1124030F1037 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山形） 後発品 71.30
内用薬 1124030F1045 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 54.50
内用薬 1124030F1053 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 59.00
内用薬 1124030F1061 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 77.10
内用薬 1124030F1070 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 74.00
内用薬 1124030F1088 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 59.00
内用薬 1124030F2025 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 ドラール錠２０ 久光製薬 131.50
内用薬 1124030F2033 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山形） 後発品 84.00
内用薬 1124030F2041 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 67.30
内用薬 1124030F2050 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 84.00
内用薬 1124030F2068 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 71.70
内用薬 1124030F2076 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 71.70
内用薬 1124030F2084 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 84.00
内用薬 1125001X1017 アモバルビタール １ｇ 局 アモバルビタール 48.70
内用薬 1125002X1011 バルビタール １ｇ 局 バルビタール 9.50
内用薬 1125003B2015 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバルビタール散１０％ 7.20
内用薬 1125003B2031 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバール散１０％ 藤永製薬 9.00
内用薬 1125003B2058 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバルビタール散　シオエ シオエ製薬 9.00 H22.8.31まで
内用薬 1125003B2139 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバルビタール散１０％「マルイ

シ」
丸石製薬 7.90

内用薬 1125003B2155 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバルビタール散１０％「ＪＧ」 日本ジェネリック 7.90

内用薬 1125003B2163 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバルビタール散１０％「シオ
エ」

シオエ製薬 9.00

内用薬 1125003X1016 フェノバルビタール １ｇ 局 フェノバルビタール 22.90
内用薬 1125003X1091 フェノバルビタール １ｇ 局 フェノバルビタール「ホエイ」 マイラン製薬 29.80
内用薬 1125003X1130 フェノバルビタール １ｇ 局 フェノバール末 藤永製薬 29.80 H22.6.30まで
内用薬 1125003X1156 フェノバルビタール １ｇ 局 フェノバール原末 藤永製薬 29.80
内用薬 1125004F1023 フェノバルビタール ３０ｍｇ１錠 フェノバール錠３０ｍｇ 藤永製薬 5.90
内用薬 1125004S1030 フェノバルビタール ０．４％１ｍＬ フェノバールエリキシル０．４％ 藤永製薬 4.80
内用薬 1125006F1030 ペントバルビタールカル

シウム
５０ｍｇ１錠 ラボナ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 9.60

内用薬 1126001X1014 臭化カリウム １０ｇ 局 臭化カリウム 67.90
内用薬 1126002X1019 臭化ナトリウム １０ｇ 局 臭化ナトリウム 73.20
内用薬 1129004Q1031 トリクロホスナトリウム １０％１ｍＬ 局 トリクロリールシロップ１０％ アルフレッサ

ファーマ
12.10

内用薬 1129006F1021 塩酸リルマザホン １ｍｇ１錠 リスミー錠１ｍｇ 塩野義製薬 20.90
内用薬 1129006F1030 塩酸リルマザホン １ｍｇ１錠 塩酸リルマザホン錠１「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 13.60
内用薬 1129006F2028 塩酸リルマザホン ２ｍｇ１錠 リスミー錠２ｍｇ 塩野義製薬 32.80
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内用薬 1129006F2036 塩酸リルマザホン ２ｍｇ１錠 塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 21.90
内用薬 1129007F1026 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 アモバン錠７．５ サノフィ・アベン

ティス
25.90

内用薬 1129007F1034 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 アモバンテス錠７．５ 小林化工 後発品 10.60
内用薬 1129007F1042 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクール錠７．５ 沢井製薬 後発品 10.60
内用薬 1129007F1069 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 スローハイム錠７．５ 共和薬品工業 後発品 7.20
内用薬 1129007F1077 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ドパリール錠７．５ キョーリンリメ

ディオ
後発品 8.10

内用薬 1129007F1085 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 メトローム錠７．５ 辰巳化学 後発品 7.80
内用薬 1129007F1107 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.10

内用薬 1129007F2022 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 アモバン錠１０ サノフィ・アベン
ティス

31.50

内用薬 1129007F2030 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクール錠１０ 沢井製薬 後発品 11.90
内用薬 1129007F2049 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 スローハイム錠１０ 共和薬品工業 後発品 8.10
内用薬 1129007F2057 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ドパリール錠１０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 8.90

内用薬 1129007F2065 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 メトローム錠１０ 辰巳化学 後発品 8.40
内用薬 1129007F2073 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.10
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 H22.11.19収載

内用薬 1129008F1039 クエン酸タンドスピロン ５ｍｇ１錠 セディール錠５ｍｇ 大日本住友製薬 20.00
内用薬 1129008F1047 クエン酸タンドスピロン ５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ

「アメル」
共和薬品工業 後発品 13.00

内用薬 1129008F1055 クエン酸タンドスピロン ５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 13.00

内用薬 1129008F1063 クエン酸タンドスピロン ５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 13.40

内用薬 1129008F1071 クエン酸タンドスピロン ５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 13.40

内用薬 1129008F2035 クエン酸タンドスピロン １０ｍｇ１錠 セディール錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 34.70
内用薬 1129008F2043 クエン酸タンドスピロン １０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 23.70

内用薬 1129008F2051 クエン酸タンドスピロン １０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 21.70

内用薬 1129008F2060 クエン酸タンドスピロン １０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 22.70

内用薬 1129008F2078 クエン酸タンドスピロン １０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 23.70

内用薬 1129008F3023 クエン酸タンドスピロン ２０ｍｇ１錠 セディール錠２０ｍｇ 大日本住友製薬 60.30
内用薬 1129008F3031 クエン酸タンドスピロン ２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 41.10

内用薬 1129008F3040 クエン酸タンドスピロン ２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 41.10

内用薬 1129008F3058 クエン酸タンドスピロン ２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 41.10

内用薬 1129008F3066 クエン酸タンドスピロン ２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 41.10

内用薬 1129009F1025 酒石酸ゾルピデム ５ｍｇ１錠 マイスリー錠５ｍｇ アステラス製薬 49.60
内用薬 1129009F2021 酒石酸ゾルピデム １０ｍｇ１錠 マイスリー錠１０ｍｇ アステラス製薬 78.70
内用薬 1131001A1038 アセチルフェネトライド １ｇ クランポール末 大日本住友製薬 40.40
内用薬 1131001F1035 アセチルフェネトライド ２００ｍｇ１錠 クランポール錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 10.80
内用薬 1132001A1035 エトトイン １ｇ アクセノン末 大日本住友製薬 40.80
内用薬 1132002B1019 フェニトイン １０％１ｇ 局 フェニトイン散 12.40
内用薬 1132002B2015 フェニトイン ９７％１ｇ 局 フェニトイン散 42.80
内用薬 1132002F1010 フェニトイン ２５ｍｇ１錠 局 フェニトイン錠 12.90
内用薬 1132002F2017 フェニトイン １００ｍｇ１錠 局 フェニトイン錠 13.40
内用薬 1132002X1016 フェニトイン １ｇ 局 フェニトイン 35.90
内用薬 1133001F1013 トリメタジオン １００ｍｇ１錠 局 トリメタジオン錠 10.10
内用薬 1133002B1032 トリメタジオン ６６．７％１ｇ ミノアレ散６６．７％ 日医工 19.70
内用薬 1135002C1040 プリミドン ９９．５％１ｇ プリミドン細粒９９．５％大日本 大日本住友製薬 33.80 H24.3.31まで
内用薬 1135002C1059 プリミドン ９９．５％１ｇ プリミドン細粒９９．５％「日医工」 日医工 33.80 H23.3.1収載

内用薬 1135002F1047 プリミドン ２５０ｍｇ１錠 プリミドン錠２５０ｍｇ大日本 大日本住友製薬 11.30 H24.3.31まで
内用薬 1135002F1055 プリミドン ２５０ｍｇ１錠 プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 11.30 H23.3.1収載

内用薬 1137001F1039 スルチアム ５０ｍｇ１錠 オスポロット錠５０ｍｇ 共和薬品工業 8.10
内用薬 1137001F2035 スルチアム ２００ｍｇ１錠 オスポロット錠２００ｍｇ 共和薬品工業 26.10
内用薬 1139001B1031 エトスクシミド ５０％１ｇ エピレオプチマル散５０％ エーザイ 47.00
内用薬 1139001Q1042 エトスクシミド ５％１ｍＬ ザロンチンシロップ５％ 第一三共 9.30
内用薬 1139002C1058 カルバマゼピン ５０％１ｇ レキシン５０％細粒 藤永製薬 後発品 22.60
内用薬 1139002C1066 カルバマゼピン ５０％１ｇ カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 15.00

内用薬 1139002C1074 カルバマゼピン ５０％１ｇ テレスミン細粒５０％ 田辺三菱製薬 後発品 22.60 H24.3.31まで
内用薬 1139002C1082 カルバマゼピン ５０％１ｇ テグレトール細粒５０％ ノバルティス

ファーマ
28.70

内用薬 1139002F1062 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 テグレトール錠２００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

13.30

内用薬 1139002F1070 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 7.90

内用薬 1139002F1089 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 テレスミン錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 9.30 H24.3.31まで
内用薬 1139002F1097 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 レキシン錠２００ｍｇ 藤永製薬 後発品 9.30
内用薬 1139002F2026 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 テグレトール錠１００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
8.40

内用薬 1139002F2034 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 レキシン錠１００ｍｇ 藤永製薬 後発品 5.70
内用薬 1139002F2042 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1139003C1044 クロナゼパム ０．１％１ｇ リボトリール細粒０．１％ 中外製薬 16.10
内用薬 1139003C1052 クロナゼパム ０．１％１ｇ ランドセン細粒０．１％ 大日本住友製薬 16.10
内用薬 1139003C2040 クロナゼパム ０．５％１ｇ リボトリール細粒０．５％ 中外製薬 58.70
内用薬 1139003C2059 クロナゼパム ０．５％１ｇ ランドセン細粒０．５％ 大日本住友製薬 58.70
内用薬 1139003F1040 クロナゼパム ０．５ｍｇ１錠 リボトリール錠０．５ｍｇ 中外製薬 9.50
内用薬 1139003F1059 クロナゼパム ０．５ｍｇ１錠 ランドセン錠０．５ｍｇ 大日本住友製薬 9.50
内用薬 1139003F2047 クロナゼパム １ｍｇ１錠 リボトリール錠１ｍｇ 中外製薬 16.40
内用薬 1139003F2055 クロナゼパム １ｍｇ１錠 ランドセン錠１ｍｇ 大日本住友製薬 16.40
内用薬 1139003F3043 クロナゼパム ２ｍｇ１錠 リボトリール錠２ｍｇ 中外製薬 28.60
内用薬 1139003F3051 クロナゼパム ２ｍｇ１錠 ランドセン錠２ｍｇ 大日本住友製薬 28.60
内用薬 1139004C1049 バルプロ酸ナトリウム ２０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム細粒２０％「Ｅ

ＭＥＣ」
小林化工 後発品 12.70

内用薬 1139004C1057 バルプロ酸ナトリウム ２０％１ｇ デパケン細粒２０％ 協和発酵キリン 18.40

内用薬 1139004C1065 バルプロ酸ナトリウム ２０％１ｇ ハイセレニン細粒２０％ ＭＳＤ 後発品 17.00
内用薬 1139004C2053 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ ハイセレニン細粒４０％ ＭＳＤ 27.60
内用薬 1139004C2061 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ デパケン細粒４０％ 協和発酵キリン 27.10
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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％「Ｅ 小林化工 後発品 18.90 H23.6.24収載

内用薬 1139004D1044 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ エピレナート徐放顆粒４０％ 藤永製薬 後発品 28.70
内用薬 1139004D1052 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ セレニカＲ顆粒４０％ 興和 44.30
内用薬 1139004D1060 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ バルプラム徐放顆粒４０％ アイロム製薬 後発品 28.70
内用薬 1139004F1029 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 デパケン錠１００ 協和発酵キリン 10.70 H23.4.1局方品

内用薬 1139004F1045 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 バレリン錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 9.10 H23.4.1局方品

内用薬 1139004F1053 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 ハイセレニン錠１００ｍｇ ＭＳＤ 後発品 9.10 H23.4.1局方品

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 H22.11.19収載

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 H23.6.24収載

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 H23.6.24収載

内用薬 1139004F2106 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 バレリン錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 12.90 H23.4.1局方品

内用薬 1139004F2114 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 デパケン錠２００ 協和発酵キリン 16.20 H23.4.1局方品

内用薬 1139004F2130 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 エピレナート錠２００ｍｇ 藤永製薬 後発品 11.60
内用薬 1139004F2149 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 サノテン錠２００ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.80 H23.4.1局方品

内用薬 1139004F2157 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 ハイセレニン錠２００ｍｇ ＭＳＤ 後発品 12.90 H23.4.1局方品

内用薬 1139004F2165 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1139004G1024 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 デパケンＲ錠１００ 協和発酵キリン 12.60
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 H22.11.19収載

内用薬 1139004G2020 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 デパケンＲ錠２００ 協和発酵キリン 20.70
内用薬 1139004G2039 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 セレニカＲ錠２００ｍｇ 興和 27.20
内用薬 1139004G2047 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルデケンＲ錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 13.40
内用薬 1139004G2055 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠２００ｍ

ｇ「アメル」
共和薬品工業 後発品 13.40

内用薬 1139004G3027 バルプロ酸ナトリウム ４００ｍｇ１錠 セレニカＲ錠４００ｍｇ 興和 44.80
内用薬 1139004Q1070 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 エピレナートシロップ５％ 藤永製薬 後発品 6.80
内用薬 1139004Q1089 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 バレリンシロップ５％ 大日本住友製薬 後発品 8.10 H23.4.1局方品

内用薬 1139004Q1097 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 セレブシロップ５％ 日医工ファーマ 後発品 6.80 H23.4.1局方品

内用薬 1139004Q1100 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 デパケンシロップ５％ 協和発酵キリン 8.40 H23.4.1局方品

内用薬 1139005B1030 ゾニサミド ２０％１ｇ エクセミド散２０％ 共和薬品工業 後発品 42.30
内用薬 1139005B1048 ゾニサミド ２０％１ｇ エクセグラン散２０％ 大日本住友製薬 66.10
内用薬 1139005F1023 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 エクセグラン錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 35.80
内用薬 1139005F1031 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 エクセミド錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 22.50
内用薬 1139006C1030 クロバザム １％１ｇ マイスタン細粒１％ 大日本住友製薬 36.40
内用薬 1139006F1028 クロバザム ５ｍｇ１錠 マイスタン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 24.40
内用薬 1139006F2024 クロバザム １０ｍｇ１錠 マイスタン錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 42.00
内用薬 1139007F1022 ガバペンチン ２００ｍｇ１錠 ガバペン錠２００ｍｇ ファイザー 38.30
内用薬 1139007F2029 ガバペンチン ３００ｍｇ１錠 ガバペン錠３００ｍｇ ファイザー 51.40
内用薬 1139007F3025 ガバペンチン ４００ｍｇ１錠 ガバペン錠４００ｍｇ ファイザー 62.80
内用薬 1139007Q1023 ガバペンチン ５％１ｍＬ ガバペンシロップ５％ ファイザー 21.90 H23.9.12収載

内用薬 1139008F1027 トピラマート ５０ｍｇ１錠 トピナ錠５０ｍｇ 協和発酵キリン 102.70
内用薬 1139008F2023 トピラマート １００ｍｇ１錠 トピナ錠１００ｍｇ 協和発酵キリン 167.60
内用薬 1139008F3020 トピラマート ２５ｍｇ１錠 トピナ錠２５ｍｇ 協和発酵キリン    62.90 H22.9.24収載

内用薬 1139009F1021 ラモトリギン ２ｍｇ１錠 ラミクタール錠小児用２ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

16.60

内用薬 1139009F2028 ラモトリギン ５ｍｇ１錠 ラミクタール錠小児用５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

31.80

内用薬 1139009F3024 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラミクタール錠２５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

99.80

内用薬 1139009F4020 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラミクタール錠１００ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

267.40

内用薬 1139010F1024 レベチラセタム ２５０ｍｇ１錠 イーケプラ錠２５０ｍｇ ユーシービージャ
パン

141.40 H22.9.17収載

内用薬 1139010F2020 レベチラセタム ５００ｍｇ１錠 イーケプラ錠５００ｍｇ ユーシービージャ
パン

230.80 H22.9.17収載

内用薬 1139100F1029 フェニトイン・フェノバ
ルビタール

１錠 複合アレビアチン錠 大日本住友製薬 6.20 H22.6.30まで

内用薬 1139100F1037 フェニトイン・フェノバ
ルビタール

１錠 複合アレビアチン配合錠 大日本住友製薬 6.20

内用薬 1139103X1028 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＤ 藤永製薬 6.40 H22.6.30まで

内用薬 1139103X1036 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＤ配合錠 藤永製薬 6.40

内用薬 1139104X1022 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＥ 藤永製薬 6.00 H22.6.30まで

内用薬 1139104X1030 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＥ配合錠 藤永製薬 6.00

内用薬 1139105X1027 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＦ 藤永製薬 6.20 H22.6.30まで

内用薬 1139105X1035 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＦ配合錠 藤永製薬 6.20

内用薬 1141001X1010 アセトアミノフェン １ｇ 局 アセトアミノフェン 7.20
内用薬 1141001X1029 アセトアミノフェン １ｇ 局 アセトアミノフェン〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.50
内用薬 1141001X1045 アセトアミノフェン １ｇ 局 アセトアミノフェン「ヨシダ」 吉田製薬 8.50
内用薬 1141001X1070 アセトアミノフェン １ｇ 局 ピレチノール 岩城製薬 7.50
内用薬 1141001X1088 アセトアミノフェン １ｇ 局 ピリナジン末 長生堂製薬 8.50
内用薬 1141001X1096 アセトアミノフェン １ｇ 局 アセトアミノフェン原末「マルイシ」 丸石製薬 7.50
内用薬 1141002X1015 フェナセチン １ｇ フェナセチン 9.20 H23.11.11一般名等

内用薬 1141004F1086 フルフェナム酸アルミニ
ウム

１２５ｍｇ１錠 オパイリン錠１２５ｍｇ 大正製薬 9.30

内用薬 1141004F2058 フルフェナム酸アルミニ
ウム

２５０ｍｇ１錠 オパイリン錠２５０ｍｇ 大正製薬 12.60

内用薬 1141005B1062 メフェナム酸 ５０％１ｇ ポンタール散５０％ 第一三共 16.90
内用薬 1141005C2030 メフェナム酸 ９８．５％１ｇ ポンタール細粒９８．５％ 第一三共 27.60
内用薬 1141005F1048 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１錠 ポンタール錠２５０ｍｇ 第一三共 9.90
内用薬 1141005M1020 メフェナム酸 １２５ｍｇ１カプセル ポンタールカプセル１２５ｍｇ 第一三共 6.10
内用薬 1141005M2078 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル バファメリチンＭ「カプセル」２５０ ニプロファーマ 後発品 5.40

内用薬 1141005M2094 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル ポンタールカプセル２５０ｍｇ 第一三共 9.60
内用薬 1141005M2159 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル ※ メフェナムサンカプセル（昭和薬品化

工）
昭和薬品化工 後発品 5.40 H22.6.30まで

内用薬 1141005M2213 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル マイカサールカプセル２５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 1141005M2221 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル ノイリトールカプセル２５０ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 1141005M2230 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル メフェナム酸カプセル２５０ｍｇ「昭

和」
昭和薬品化工 後発品 5.40

内用薬 1141005Q1081 メフェナム酸 ３．２５％１ｍＬ ポンタールシロップ３．２５％ 第一三共 6.40
内用薬 1141005Q1103 メフェナム酸 ３．２５％１ｍＬ ワンメデーシロップ３．２５％ 日新製薬（山形） 後発品 2.50 H24.3.31まで
内用薬 1141007C1059 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アテネメン２０％細粒 鶴原製薬 後発品 6.20 H23.3.31まで
内用薬 1141007C1075 アセトアミノフェン ２０％１ｇ カロナール細粒２０％ 昭和薬品化工 後発品 9.10
内用薬 1141007C1083 アセトアミノフェン ２０％１ｇ サールツー細粒２０％ 東和薬品 後発品 6.20
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内用薬 1141007C1091 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1141007C1105 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％（ＴＹ
Ｋ）

大正薬品工業 後発品 6.20

内用薬 1141007C1113 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％「タツ
ミ」

辰巳化学 後発品 6.20

内用薬 1141007C1121 アセトアミノフェン ２０％１ｇ カルジール細粒２０％ 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1141007C1130 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アニルーメ細粒２０％ 長生堂製薬 後発品 6.20
内用薬 1141007C2020 アセトアミノフェン ５０％１ｇ カロナール細粒５０％ 昭和薬品化工 後発品 10.70
内用薬 1141007F1039 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 カルジール錠２００ 大洋薬品工業 後発品 5.80
内用薬 1141007F1047 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アニルーメ錠２００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.80
内用薬 1141007F1055 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ（Ｔ

ＹＫ）
大正薬品工業 後発品 5.80

内用薬 1141007F1063 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 カロナール錠２００ 昭和薬品化工 後発品 9.00
内用薬 1141007F1071 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 コカール錠２００ｍｇ 三和化学研究所 後発品 7.30
内用薬 1141007F1080 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「Ｎ

Ｐ」
ニプロファーマ 後発品 5.60

内用薬 1141007F1101 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「イ
セイ」

イセイ 後発品 5.80 H24.3.31まで

内用薬 1141007F1110 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００「タツ
ミ」

辰巳化学 後発品 6.00

内用薬 1141007F1128 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アテネメン錠２００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.80 H23.3.31まで
内用薬 1141007F1136 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アトミフェン錠２００ 高田製薬 後発品 6.50
内用薬 1141007F1144 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 サールツー錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 6.50
内用薬 1141007F2027 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 カロナール錠３００ 昭和薬品化工 後発品 9.70
内用薬 1141007F2035 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 アニルーメ錠３００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 6.10
内用薬 1141007Q1030 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ カルジール小児用シロップ２％ 大洋薬品工業 後発品 4.60
内用薬 1141007Q1048 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ カロナールシロップ２％ 昭和薬品化工 後発品 4.60
内用薬 1141007Q1056 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ サールツーシロップ小児用２％ 東和薬品 後発品 4.60
内用薬 1141007R1027 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アトミフェンドライシロップ２０％ 高田製薬 後発品 10.70
内用薬 1141007R1035 アセトアミノフェン ２０％１ｇ ナパドライシロップ２０％ マイラン製薬 後発品 11.20
内用薬 1141007R1043 アセトアミノフェン ２０％１ｇ コカール小児用ドライシロップ２０％ 三和化学研究所 後発品 10.70

内用薬 1141007R1051 アセトアミノフェン ２０％１ｇ サールツードライシロップ小児用２
０％

東和薬品 後発品 10.70

内用薬 1141007R2023 アセトアミノフェン ４０％１ｇ コカールドライシロップ４０％ 三和化学研究所 後発品 13.50
内用薬 1143001F1010 アスピリン ５００ｍｇ１錠 局 アスピリン錠 9.70
内用薬 1143001X1015 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン 19.80
内用薬 1143001X1040 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「ケンエー」 健栄製薬 24.50
内用薬 1143001X1066 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン　シオエ シオエ製薬 28.70
内用薬 1143001X1074 アスピリン １０ｇ 局 「純生」アスピリン 小堺製薬 24.50
内用薬 1143001X1104 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「メタル」 中北薬品 28.70
内用薬 1143001X1112 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「ホエイ」 マイラン製薬 28.70
内用薬 1143001X1147 アスピリン １０ｇ 局 ※ アスピリン（山善） 山善製薬 28.70
内用薬 1143001X1171 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 28.70
内用薬 1143001X1201 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「ヨシダ」 吉田製薬 28.70
内用薬 1143001X1210 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン．ＯＹ 日医工ファーマ 24.50
内用薬 1143001X1228 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「バイエル」 バイエル薬品 28.70
内用薬 1143001X1236 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン原末「マルイシ」 丸石製薬 28.70
内用薬 1143005X1013 エテンザミド １ｇ 局 エテンザミド 7.50
内用薬 1143005X1048 エテンザミド １ｇ 局 エテンザミド「ヨシダ」 吉田製薬 8.80
内用薬 1143007X1020 サリチルアミド １ｇ サリチルアミド「イワキ」 岩城製薬 後発品 6.20
内用薬 1143009X1011 サリチル酸ナトリウム １ｇ 局 サリチル酸ナトリウム 7.30
内用薬 1143010F2023 アスピリン・ダイアルミ

ネート
３３０ｍｇ１錠 イスキア錠３３０ｍｇ シオノケミカル 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 1143010F2031 アスピリン・ダイアルミ
ネート

３３０ｍｇ１錠 バッサミン錠３３０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 1143010F2040 アスピリン・ダイアルミ
ネート

３３０ｍｇ１錠 バファリン３３０ｍｇ錠 ライオン 5.90 H22.6.30まで

内用薬 1143010F2058 アスピリン・ダイアルミ
ネート

３３０ｍｇ１錠 イスキア配合錠Ａ３３０ シオノケミカル 後発品 5.60

内用薬 1143010F2066 アスピリン・ダイアルミ
ネート

３３０ｍｇ１錠 バッサミン配合錠Ａ３３０ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1143010F2074 アスピリン・ダイアルミ
ネート

３３０ｍｇ１錠 バファリン配合錠Ａ３３０ ライオン 5.90

内用薬 1144002X1017 イソプロピルアンチピリ １ｇ 局 イソプロピルアンチピリン 12.60
内用薬 1144005X1010 スルピリン水和物 １ｇ 局 スルピリン水和物 7.20 H23.11.11一般名等

内用薬 1144005X1045 スルピリン水和物 １ｇ 局 ※ スルピリン（岩城） 岩城製薬 7.50
内用薬 1144005X1070 スルピリン水和物 １ｇ 局 スルピリン「三恵」 三恵薬品 7.70
内用薬 1144005X1088 スルピリン水和物 １ｇ 局 スルピリン　シオエ シオエ製薬 9.00 H22.8.31まで
内用薬 1144005X1096 スルピリン水和物 １ｇ 局 「純生」スルピリン 純生薬品工業 7.70
内用薬 1144005X1142 スルピリン水和物 １ｇ 局 スルピリン「ホエイ」 マイラン製薬 7.50
内用薬 1144005X1177 スルピリン水和物 １ｇ 局 ※ スルピリン（山善） 山善製薬 7.50 H24.3.31まで
内用薬 1144005X1193 スルピリン水和物 １ｇ 局 スルピリン「ニッコー」 日興製薬 7.50 H23.3.31まで
内用薬 1144005X1240 スルピリン水和物 １ｇ 局 スルピリン「ヤクハン」 ヤクハン製薬 7.50 H24.3.31まで
内用薬 1144005X1274 スルピリン水和物 １ｇ 局 スルピリン水和物「ヨシダ」 吉田製薬 9.00
内用薬 1144005X1282 スルピリン水和物 １ｇ 局 スルピリン水和物原末「マルイシ」 丸石製薬 7.70
内用薬 1144005X1290 スルピリン水和物 １ｇ 局 スルピリン水和物「シオエ」原末 シオエ製薬 9.00
内用薬 1144005X1304 スルピリン水和物 １ｇ 局 スルピリン水和物原末「ニッコー」 日興製薬 7.50 H22.11.19収載

内用薬 1144007X1010 ミグレニン １ｇ 局 ミグレニン 8.30
内用薬 1144007X1060 ミグレニン １ｇ 局 ミグレニン　シオエ シオエ製薬 9.40 H24.3.31まで
内用薬 1144007X1109 ミグレニン １ｇ 局 ミグレニン「ホエイ」 マイラン製薬 9.40
内用薬 1144007X1117 ミグレニン １ｇ 局 ミグレニン「マルイシ」 丸石製薬 9.40
内用薬 1145001M1013 インドメタシン ２５ｍｇ１カプセル 局 インドメタシンカプセル 9.60
内用薬 1145002N1145 インドメタシン ２５ｍｇ１カプセル インテバンＳＰ２５ 大日本住友製薬 後発品 9.00
内用薬 1145002N2087 インドメタシン ３７．５ｍｇ１カプセ

ル
インテバンＳＰ３７．５ 大日本住友製薬 後発品 12.90

内用薬 1145003F1030 アセメタシン ３０ｍｇ１錠 局 ランツジールコーワ錠３０ｍｇ 興和 11.80 H23.4.1局方品

内用薬 1145004F1034 マレイン酸プログルメタ
シン

９０ｍｇ１錠 ミリダシン錠９０ｍｇ 大鵬薬品工業 15.10

内用薬 1145005M1020 インドメタシンファルネ
シル

１００ｍｇ１カプセル インフリーカプセル１００ｍｇ エーザイ 19.80

内用薬 1145005M2026 インドメタシンファルネ
シル

２００ｍｇ１カプセル インフリーＳカプセル２００ｍｇ エーザイ 32.70

内用薬 1147002F1099 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 サンナックス錠 三恵薬品 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 1147002F1471 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 アデフロニック錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1147002F1480 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ソレルモン錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1147002F1498 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 イリナトロン錠２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
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内用薬 1147002F1501 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ソファリン錠２５ｍｇ 日本ケミファ 後発品 5.80 H24.3.31まで

内用薬 1147002F1510 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ダイスパス錠２５ｍｇ ダイト 後発品 5.60

内用薬 1147002F1528 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ドセル錠２５ｍｇ 日本化薬 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 1147002F1536 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 フェナシドン錠２５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60

内用薬 1147002F1544 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ブレシン錠２５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1147002F1552 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ボラボミン錠２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1147002F1560 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ボルタレン錠２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

14.40

内用薬 1147002F1579 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ボルマゲン錠２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1147002F1587 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 チカタレン錠２５ｍｇ イセイ 後発品 5.60

内用薬 1147002F1595 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ヨウフェナック錠２５ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 1147002F1609 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 サンナックス錠２５ｍｇ 三恵薬品 後発品 5.60

内用薬 1147002G1035 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａＳＲ錠３７．５ｍ
ｇ「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 8.30

内用薬 1147002M1047 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１カプセル プロフェナチンカプセル２５ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.60

内用薬 1147002N1123 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ナボールＳＲカプセル３７．５ 久光製薬 25.10

内用薬 1147002N1131 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

サビスミンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 全星薬品工業 後発品 9.30

内用薬 1147002N1140 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

アデフロニックＬカプセル３７．５ｍ
ｇ

大洋薬品工業 後発品 8.20 H24.3.31まで

内用薬 1147002N1158 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ソレルモンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 東和薬品 後発品 8.20

内用薬 1147002N1166 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ダイスパスＳＲカプセル３７．５ｍｇ ダイト 後発品 9.30

内用薬 1147002N1174 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 同仁医薬化工 26.20

内用薬 1147002N1182 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

ジクロフェナクナトリウムＳＲカプセ
ル３７．５ｍｇ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 8.20

内用薬 1147006M1029 アンフェナクナトリウム ５０ｍｇ１カプセル フェナゾックスカプセル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
　

17.70 H22.6.30まで
内用薬 1147006M1037 アンフェナクナトリウム ５０ｍｇ１カプセル フェナゾックスカプセル５０ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
17.70

内用薬 1148001F1059 塩酸チアラミド ５０ｍｇ１錠 局 ソランタール錠５０ｍｇ アステラス製薬 9.90
内用薬 1148001F2101 塩酸チアラミド １００ｍｇ１錠 局 ソランタール錠１００ｍｇ アステラス製薬 13.80
内用薬 1148003D1073 エピリゾール ３０％１ｇ メブロン顆粒３０％ 第一三共 28.70
内用薬 1148003F2046 エピリゾール １００ｍｇ１錠 カルマーテ１００ 東邦新薬 後発品 7.40
内用薬 1148003F2100 エピリゾール １００ｍｇ１錠 メブロン錠 第一三共 10.40 H22.6.30まで
内用薬 1148003F2135 エピリゾール １００ｍｇ１錠 メブロン錠１００ｍｇ 第一三共 10.40
内用薬 1148004F1028 エモルファゾン １００ｍｇ１錠 局 ペントイル錠１００ｍｇ サンド 7.80 H23.4.1局方品

内用薬 1148004F1036 エモルファゾン １００ｍｇ１錠 局 セラピエース錠１００ 大原薬品工業 後発品 6.20 H23.4.1局方品

内用薬 1148004F2024 エモルファゾン ２００ｍｇ１錠 局 ペントイル錠２００ｍｇ サンド 14.20 H23.4.1局方品

内用薬 1148004F2032 エモルファゾン ２００ｍｇ１錠 局 セラピエース錠２００ 大原薬品工業 後発品 8.90 H23.4.1局方品

内用薬 1149001D1152 イブプロフェン ２０％１ｇ イブプロフェン顆粒２０％「タツミ」 辰巳化学 後発品 6.20

内用薬 1149001D1160 イブプロフェン ２０％１ｇ ブルフェン顆粒２０％ 科研製薬 10.90
内用薬 1149001D1179 イブプロフェン ２０％１ｇ ランデールン顆粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 1149001F1226 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 サブヘロン１００ 東邦新薬 後発品 5.00
内用薬 1149001F1366 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 ブルファニック 大洋薬品工業 後発品 5.00 H22.6.30まで
内用薬 1149001F1455 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 ブルフェン錠１００ 科研製薬 6.00
内用薬 1149001F1463 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タツ

ミ」
辰巳化学 後発品 5.00

内用薬 1149001F1471 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 モギフェン錠１００ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.00 H23.3.31まで
内用薬 1149001F1480 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.00

内用薬 1149001F2168 イブプロフェン ２００ｍｇ１錠 ブルフェン錠２００ 科研製薬 10.30
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 H23.6.24収載

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 H23.6.24収載

内用薬 1149007F1142 ナプロキセン １００ｍｇ１錠 ナイキサン錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 8.60
内用薬 1149009M1035 ブコローム ３００ｍｇ１カプセル パラミヂンカプセル３００ｍｇ あすか製薬 17.40
内用薬 1149010F1055 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 ニフラン錠 田辺三菱製薬 12.70 H22.6.30まで
内用薬 1149010F1101 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 プランドフェン錠７５ｍｇ ニプロファーマ 後発品 7.90
内用薬 1149010F1110 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 ルポック錠７５ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 8.60

内用薬 1149010F1128 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 プラノプロフェン錠７５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 7.90

内用薬 1149010F1136 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 ニフラン錠７５ｍｇ 田辺三菱製薬 12.70
内用薬 1149010M1160 プラノプロフェン ７５ｍｇ１カプセル プラノプロフェンカプセル７５ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 8.40

内用薬 1149010Q1030 プラノプロフェン １．５％１ｍＬ ニフランシロップ 同仁医薬化工 後発品 9.10 H22.6.30まで
内用薬 1149010Q1056 プラノプロフェン １．５％１ｍＬ プラノプロフェン液１．５％ＭＥＥＫ 小林化工 後発品 6.40

内用薬 1149010Q1064 プラノプロフェン １．５％１ｍＬ プランサスシロップ１．５％ 久光製薬 後発品 9.10
内用薬 1149010Q1072 プラノプロフェン １．５％１ｍＬ ニフランシロップ１．５％ 同仁医薬化工 後発品 9.10
内用薬 1149011D1032 フルルビプロフェン ８％１ｇ フロベン顆粒８％ 科研製薬 35.00
内用薬 1149011F1068 フルルビプロフェン ４０ｍｇ１錠 アップノン錠 イセイ 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 1149011F1076 フルルビプロフェン ４０ｍｇ１錠 フロベン錠４０ 科研製薬 16.10
内用薬 1149011F1084 フルルビプロフェン ４０ｍｇ１錠 アップノン錠４０ｍｇ イセイ 後発品 6.20
内用薬 1149013F1091 メシル酸ジメトチアジン ２０ｍｇ１錠 ミグリステン錠２０ 塩野義製薬 13.70
内用薬 1149015F1023 スリンダク ５０ｍｇ１錠 クリノリル錠５０ 日医工 12.30
内用薬 1149015F2020 スリンダク １００ｍｇ１錠 クリノリル錠１００ 日医工 14.80
内用薬 1149017M1021 ピロキシカム １０ｍｇ１カプセル アルビラックカプセル１０ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 1149017M1030 ピロキシカム １０ｍｇ１カプセル バキソカプセル１０ 富山化学工業 11.90
内用薬 1149017M1048 ピロキシカム １０ｍｇ１カプセル パルパシンカプセル１０ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1149017M1056 ピロキシカム １０ｍｇ１カプセル ピオパールカプセル１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1149017M2044 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル アルビラックカプセル２０ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 1149017M2079 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル バキソカプセル２０ 富山化学工業 18.60
内用薬 1149017M2087 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル パルパシンカプセル２０ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1149017M2109 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル ピペタネンカプセル２０ 日医工ファーマ 後発品 7.20 H23.3.31まで
内用薬 1149017M2176 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル ピオパールカプセル２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1149019C1025 ロキソプロフェンナトリ

ウム水和物
１０％１ｇ ロキソニン細粒 第一三共 37.20 H22.6.30まで
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内用薬 1149019C1084 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ ケンタン細粒１０％ メディサ新薬 後発品 15.20

内用薬 1149019C1092 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ ロゼオール細粒１０％ 辰巳化学 後発品 15.20

内用薬 1149019C1106 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ リンゲリーズ細粒１０％ 陽進堂 後発品 11.10

内用薬 1149019C1114 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ ポナペルト細粒１０％ ビオメディクス 後発品 11.10

内用薬 1149019C1122 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム細粒１
０％「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 13.30

内用薬 1149019C1130 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ ロルフェナミン細粒１０％ 日医工 後発品 17.40

内用薬 1149019C1149 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ ロキソニン細粒１０％ 第一三共 37.20

内用薬 1149019F1021 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソニン錠 第一三共 20.30 H22.6.30まで

内用薬 1149019F1110 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 コバソニン錠 日医工ファーマ 後発品 5.60

内用薬 1149019F1170 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ノブフェン錠６０ｍｇ サンド 後発品 8.50

内用薬 1149019F1200 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 レトラック錠６０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 7.00

内用薬 1149019F1218 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソート錠 日新製薬（山形） 後発品 5.90 H22.6.30まで

内用薬 1149019F1242 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキフェン錠６０ｍｇ 龍角散 後発品 5.60

内用薬 1149019F1277 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキペイン錠６０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1149019F1374 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠「クニ
ヒロ」６０ｍｇ

皇漢堂製薬 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 1149019F1382 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソマリン錠６０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1149019F1390 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 カンファタニン錠６０ｍｇ 東和薬品 後発品 6.50

内用薬 1149019F1404 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ウナスチン錠６０ｍｇ マイラン製薬 後発品 10.30

内用薬 1149019F1412 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ケンタン錠６０ｍｇ メディサ新薬 後発品 6.50

内用薬 1149019F1420 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍ
ｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1149019F1439 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロゼオール錠６０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.90

内用薬 1149019F1447 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロルフェナミン錠６０ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 1149019F1455 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 オキミナス錠６０ｍｇ 日本薬品工業 後発品 6.50

内用薬 1149019F1463 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 コバロキニン錠６０ｍｇ 小林化工 後発品 5.60

内用薬 1149019F1471 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ツルメリン錠６０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1149019F1480 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 後発品 8.50

内用薬 1149019F1498 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 5.90

内用薬 1149019F1501 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキプロナール錠６０ｍｇ 寿製薬 後発品 7.00

内用薬 1149019F1510 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 サンロキソ錠６０ｍｇ 三恵薬品 後発品 8.50

内用薬 1149019F1528 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 スリノフェン錠６０ｍｇ あすか製薬 後発品 10.30

内用薬 1149019F1536 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 リンゲリーズ錠６０ｍｇ 陽進堂 後発品 8.50

内用薬 1149019F1544 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロブ錠６０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 6.50

内用薬 1149019F1552 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソート錠６０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.90

内用薬 1149019F1560 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソニン錠６０ｍｇ 第一三共 20.30

内用薬 1149019F1579
ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍ
ｇ「クニヒロ」

皇漢堂製薬 後発品 5.60 H23.11.28収載

内用薬 1149019S1020 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

０．６％１ｍＬ オロロックス内服液６０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 2.70

内用薬 1149020F1024 ロベンザリット二ナトリ
ウム

４０ｍｇ１錠 カルフェニール錠４０ｍｇ 中外製薬 49.90

内用薬 1149020F2020 ロベンザリット二ナトリ
ウム

８０ｍｇ１錠 カルフェニール錠８０ｍｇ 中外製薬 81.10

内用薬 1149021F1029 テノキシカム １０ｍｇ１錠 チルコチル錠１０ 中外製薬 25.80 H23.3.31まで
内用薬 1149021F2017 テノキシカム ２０ｍｇ１錠 テノキシカム２０ｍｇ錠 後発品 8.00
内用薬 1149021F2025 テノキシカム ２０ｍｇ１錠 チルコチル錠２０ 中外製薬 47.30 H23.3.31まで
内用薬 1149023F1036 ワクシニアウイルス接種

家兎炎症皮膚抽出液
４単位１錠 ノイロトロピン錠４単位 日本臓器製薬 34.50

内用薬 1149025F1035 チアプロフェン酸 １００ｍｇ１錠 スルガフェン錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 8.60 H23.3.31まで
内用薬 1149025F1043 チアプロフェン酸 １００ｍｇ１錠 スルガム錠１００ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
10.70

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 H23.11.28収載

内用薬 1149025F2040 チアプロフェン酸 ２００ｍｇ１錠 スリメン錠２００ｍｇ 辰巳化学 後発品 10.90 H23.3.31まで
内用薬 1149025F2066 チアプロフェン酸 ２００ｍｇ１錠 スルガム錠２００ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
18.10

内用薬 1149025F2074 チアプロフェン酸 ２００ｍｇ１錠 チオガム錠２００ｍｇ 小林化工 後発品 9.50
内用薬 1149025F2082 チアプロフェン酸 ２００ｍｇ１錠 チアプロフェン酸錠２００ｍｇ「Ｚ

Ｅ」
全星薬品工業 後発品 8.10 H23.3.31まで

内用薬 1149026F1056 オキサプロジン １００ｍｇ１錠 アルボ錠１００ｍｇ 大正製薬 19.80
内用薬 1149026F2010 オキサプロジン ２００ｍｇ１錠 オキサプロジン２００ｍｇ錠 後発品 6.10
内用薬 1149026F2117 オキサプロジン ２００ｍｇ１錠 オセファジン錠２００ 大洋薬品工業 後発品 6.70 H23.3.31まで
内用薬 1149026F2168 オキサプロジン ２００ｍｇ１錠 パピルジン錠２００ｍｇ イセイ 後発品 6.70 H24.3.31まで
内用薬 1149026F2206 オキサプロジン ２００ｍｇ１錠 アルボ錠２００ｍｇ 大正製薬 31.50
内用薬 1149027F1034 ナブメトン ４００ｍｇ１錠 局 レリフェン錠４００ｍｇ 三和化学研究所 35.50
内用薬 1149029F1025 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ソレトン錠８０ 日本ケミファ 21.80
内用薬 1149029F1033 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ペオン錠８０ ゼリア新薬工業 21.40
内用薬 1149029F1041 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザトフェロン錠８０ 沢井製薬 後発品 13.10
内用薬 1149029F1076 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザルトプロフェン錠８０「タツミ」 辰巳化学 後発品 9.60
内用薬 1149029F1084 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ソルイルビン錠８０ 大洋薬品工業 後発品 12.10
内用薬 1149029F1106 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ソレング錠８０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 12.10

内用薬 1149029F1114 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ペレトン錠８０ｍｇ 東和薬品 後発品 12.10
内用薬 1149029F1122 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ボルビット錠８０ｍｇ 陽進堂 後発品 13.10
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内用薬 1149029F1130 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 12.10

内用薬 1149030M1027 アンピロキシカム １３．５ｍｇ１カプセ
ル

フルカムカプセル１３．５ｍｇ ファイザー 45.90

内用薬 1149030M1035 アンピロキシカム １３．５ｍｇ１カプセ
ル

アンピロームカプセル１３．５ｍｇ 東和薬品 後発品 25.80

内用薬 1149030M2023 アンピロキシカム ２７ｍｇ１カプセル フルカムカプセル２７ｍｇ ファイザー 73.00
内用薬 1149030M2031 アンピロキシカム ２７ｍｇ１カプセル アンピロームカプセル２７ｍｇ 東和薬品 後発品 32.50
内用薬 1149031F1022 アクタリット １００ｍｇ１錠 モーバー錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 80.00
内用薬 1149031F1030 アクタリット １００ｍｇ１錠 オークル錠１００ｍｇ 日本新薬 79.40
内用薬 1149031F1049 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 43.10
内用薬 1149031F1057 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 34.30

内用薬 1149031F1065 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 47.80

内用薬 1149031F1073 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 38.70

内用薬 1149031F1090 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 43.10

内用薬 1149032F1027 エトドラク １００ｍｇ１錠 ハイペン錠１００ｍｇ 日本新薬 22.30
内用薬 1149032F1035 エトドラク １００ｍｇ１錠 オステラック錠１００ あすか製薬 22.30
内用薬 1149032F1043 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 9.60

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 H22.5.28収載

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 H22.11.19収載

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 H22.11.19収載

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 H22.11.19収載

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 H22.11.19収載

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 H23.6.24収載

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 H23.6.24収載

内用薬 1149032F2023 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ハイペン錠２００ｍｇ 日本新薬 31.60
内用薬 1149032F2031 エトドラク ２００ｍｇ１錠 オステラック錠２００ あすか製薬 31.60
内用薬 1149032F2040 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ニコナス錠２００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 15.50
内用薬 1149032F2058 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００「ＫＮ」 小林化工 後発品 13.60
内用薬 1149032F2066 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ライペック錠２００ 沢井製薬 後発品 16.60
内用薬 1149032F2074 エトドラク ２００ｍｇ１錠 パイペラック錠２００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 13.60
内用薬 1149032F2082 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ハイスラック錠２００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 13.60 H24.3.31まで
内用薬 1149032F2104 エトドラク ２００ｍｇ１錠 オスペイン錠２００ 日医工 後発品 15.50
内用薬 1149032F2139 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.70

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 H22.11.19収載

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 H23.6.24収載

内用薬 1149033F1021 モフェゾラク ７５ｍｇ１錠 ジソペイン錠７５ 田辺三菱製薬 26.70
内用薬 1149034F1026 塩酸ペンタゾシン ２５ｍｇ１錠 ソセゴン錠２５ｍｇ アステラス製薬 44.50
内用薬 1149034F1034 塩酸ペンタゾシン ２５ｍｇ１錠 ペルタゾン錠２５ あすか製薬 43.10
内用薬 1149034F1042 塩酸ペンタゾシン ２５ｍｇ１錠 ペンタジン錠２５ 第一三共 44.50
内用薬 1149035F1020 メロキシカム ５ｍｇ１錠 モービック錠５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
42.20

内用薬 1149035F1039 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ダイト 後発品 29.90
内用薬 1149035F1047 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 23.20
内用薬 1149035F1055 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 23.20
内用薬 1149035F1063 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 28.10
内用薬 1149035F1071 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 23.20 H24.3.31まで
内用薬 1149035F1080 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 19.60
内用薬 1149035F1098 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 28.10
内用薬 1149035F1101 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 29.90
内用薬 1149035F1110 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 29.90
内用薬 1149035F1128 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 24.70
内用薬 1149035F1136 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 29.90
内用薬 1149035F1144 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 29.90
内用薬 1149035F1152 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 28.10
内用薬 1149035F1160 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 28.10
内用薬 1149035F1179 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 31.30
内用薬 1149035F1187 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 31.30
内用薬 1149035F1195 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.10
内用薬 1149035F1209 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ユートク」 大興製薬 後発品 31.30

内用薬 1149035F1217 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム速崩錠５ｍｇ「日本臓
器」

日本臓器製薬 後発品 31.30

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 H23.7.12収載

内用薬 1149035F2027 メロキシカム １０ｍｇ１錠 モービック錠１０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

64.70

内用薬 1149035F2035 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ダイト 後発品 44.80

内用薬 1149035F2043 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 43.30
内用薬 1149035F2051 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 37.90
内用薬 1149035F2060 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 44.80

内用薬 1149035F2078 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 34.40 H24.3.31まで
内用薬 1149035F2086 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.40
内用薬 1149035F2094 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 44.80
内用薬 1149035F2108 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 34.40
内用薬 1149035F2116 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 47.40
内用薬 1149035F2124 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 43.30
内用薬 1149035F2132 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 43.30

内用薬 1149035F2140 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.90
内用薬 1149035F2159 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 43.30

内用薬 1149035F2167 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 41.40
内用薬 1149035F2175 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 48.70
内用薬 1149035F2183 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 44.80
内用薬 1149035F2191 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 44.80
内用薬 1149035F2205 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ユートク」 大興製薬 後発品 47.40

内用薬 1149035F2213 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム速崩錠１０ｍｇ「日本臓
器」

日本臓器製薬 後発品 48.70

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 H23.7.12収載
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内用薬 1149036F1025 ロルノキシカム ２ｍｇ１錠 ロルカム錠２ｍｇ 大正製薬 17.70
内用薬 1149036F2021 ロルノキシカム ４ｍｇ１錠 ロルカム錠４ｍｇ 大正製薬 25.40
内用薬 1149037F1020 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコックス錠１００ｍｇ アステラス製薬 79.00
内用薬 1149037F2026 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコックス錠２００ｍｇ アステラス製薬 121.90
内用薬 1149038M1023 塩酸トラマドール ２５ｍｇ１カプセル トラマールカプセル２５ｍｇ 日本新薬 37.70 H22.9.17収載

内用薬 1149038M2020 塩酸トラマドール ５０ｍｇ１カプセル トラマールカプセル５０ｍｇ 日本新薬 65.90 H22.9.17収載

内用薬 1149108D1020 シメトリド・無水カフェ
イン

１ｇ キョーリンＡＰ２顆粒 杏林製薬 12.40 H22.6.30まで

内用薬 1149108D1039 シメトリド・無水カフェ
イン

１ｇ キョーリンＡＰ２配合顆粒 杏林製薬 12.40

内用薬 1149109F1026 酒石酸エルゴタミン・無
水カフェイン配合剤

１錠 クリアミンＡ錠 日医工 13.00 H22.6.30まで

内用薬 1149109F1034 酒石酸エルゴタミン・無
水カフェイン配合剤

１錠 クリアミン配合錠Ａ１．０ 日医工 13.00

内用薬 1149115F1021 酒石酸エルゴタミン・無
水カフェイン配合剤

１錠 クリアミンＳ錠 日医工 8.00 H22.6.30まで

内用薬 1149115F1030 酒石酸エルゴタミン・無
水カフェイン配合剤

１錠 クリアミン配合錠Ｓ０．５ 日医工 8.00

内用薬 1149116D1025 ピラゾロン系解熱鎮痛消
炎配合剤

１ｇ ＳＧ顆粒 塩野義製薬 11.40 H22.6.30まで

内用薬 1149116D1033 ピラゾロン系解熱鎮痛消
炎配合剤

１ｇ ＳＧ配合顆粒 塩野義製薬 11.40

内用薬 1149117F1020 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トラムセット配合錠 ヤンセンファーマ 68.20 H23.7.19収載

内用薬 1151001F1020 塩酸メタンフェタミン １ｍｇ１錠 ヒロポン錠 大日本住友製薬 295.20
内用薬 1161001B1024 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ ボイダン散 イセイ 後発品 6.60 H22.6.30まで
内用薬 1161001B1032 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ ボイダン散１０％ イセイ 後発品 6.60
内用薬 1161001C1011 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ アマンタジン塩酸塩１０％細粒 後発品 10.70 H23.11.11一般名等

内用薬 1161001C1089 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ シンメトレル細粒１０％ ノバルティス
ファーマ

61.90

内用薬 1161001F1018 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩５０ｍｇ錠 後発品 5.60 H23.11.11一般名等

内用薬 1161001F1034 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマゾロン錠５０ 沢井製薬 後発品 7.00
内用薬 1161001F1050 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 シンメトレル錠５０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
32.40

内用薬 1161001F2014 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩１００ｍｇ錠 後発品 5.60 H23.11.11一般名等

内用薬 1161001F2030 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アマゾロン錠１００ 沢井製薬 後発品 12.60
内用薬 1161001F2057 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 シンメトレル錠１００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
62.30

内用薬 1162001B1030 塩酸ビペリデン １％１ｇ タスモリン散１％ 田辺三菱製薬 後発品 21.90
内用薬 1162001C1035 塩酸ビペリデン １％１ｇ アキリデン細粒１％ 共和薬品工業 後発品 18.10
内用薬 1162001C1043 塩酸ビペリデン １％１ｇ アキネトン細粒１％ 大日本住友製薬 31.60
内用薬 1162001F1040 塩酸ビペリデン １ｍｇ１錠 アキリデン錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.40
内用薬 1162001F1058 塩酸ビペリデン １ｍｇ１錠 タスモリン錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 5.60
内用薬 1162001F1066 塩酸ビペリデン １ｍｇ１錠 アキネトン錠１ｍｇ 大日本住友製薬 5.60
内用薬 1162001F2038 塩酸ビペリデン ２ｍｇ１錠 ビカモール錠２ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 1163001F1020 塩酸プロフェナミン １０ｍｇ１錠 パーキン糖衣錠（１０） 田辺三菱製薬 6.10
内用薬 1163001F2027 塩酸プロフェナミン ５０ｍｇ１錠 パーキン糖衣錠（５０） 田辺三菱製薬 6.20
内用薬 1163002B1031 ヒベンズ酸プロフェナミ １０％１ｇ パーキン散１０％ 田辺三菱製薬 12.70
内用薬 1164001B1034 レボドパ ９８．５％１ｇ ドパストン散９８．５％ 大原薬品工業 68.10
内用薬 1164001C1056 レボドパ ９９．５％１ｇ ドパール細粒９９．５％ 協和発酵キリン 65.70 H23.3.31まで
内用薬 1164001F1052 レボドパ ２００ｍｇ１錠 ドパール錠２００ 協和発酵キリン 18.00 H23.3.31まで
内用薬 1164001F1060 レボドパ ２００ｍｇ１錠 ドパゾール錠２００ｍｇ 第一三共 19.90
内用薬 1164001M2031 レボドパ ２５０ｍｇ１カプセル ドパストンカプセル２５０ｍｇ 大原薬品工業 23.60
内用薬 1169001F1016 トリヘキシフェニジル塩

酸塩
２ｍｇ１錠 局 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 8.50 H23.11.11一般名等

内用薬 1169001F1024 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

２ｍｇ１錠 局 アーテン錠（２ｍｇ） ファイザー 8.60

内用薬 1169001F1105 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

２ｍｇ１錠 局 トレミン錠２ｍｇ ＭＳＤ 8.60

内用薬 1169001F1180 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

２ｍｇ１錠 局 ピラミスチン錠２ｍｇ アステラス製薬 8.60

内用薬 1169001F1199 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

２ｍｇ１錠 局 トリヘキシン錠２ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

8.60

内用薬 1169001F1202 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

２ｍｇ１錠 局 セドリーナ錠２ｍｇ 第一三共 8.60

内用薬 1169002B1078 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

１％１ｇ アーテン散１％ ファイザー 20.70

内用薬 1169002B1086 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

１％１ｇ ピラミスチン散１％ アステラス製薬 後発品 20.70

内用薬 1169002B1094 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

１％１ｇ パキソナール散１％ 高田製薬 後発品 6.20

内用薬 1169002B1108 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

１％１ｇ トレミン散１％ ＭＳＤ 17.70

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

酸塩
２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチンメシル酸塩２．５ｍ

ｇ錠
後発品 21.00 H23.11.11一般名等

内用薬 1169005F1030 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 エレナント錠 サンド 後発品 25.20 H22.6.30まで

内用薬 1169005F1049 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 パドパリン錠 寿製薬 後発品 51.20 H22.6.30まで

内用薬 1169005F1120 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 パーロミン錠 ダイト 後発品 52.90 H22.6.30まで

内用薬 1169005F1162 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 パルキゾン錠２．５ｍｇ メディサ新薬 後発品 61.10 H24.3.31まで

内用薬 1169005F1170 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 プロスペリン錠２．５ｍｇ 沢井製薬 後発品 31.30 H24.3.31まで

内用薬 1169005F1189 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 パロラクチン錠２．５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 31.30

内用薬 1169005F1197 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 アップノールＢ錠２．５ｍｇ 高田製薬 後発品 77.00

内用薬 1169005F1200 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 パーロデル錠２．５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

123.90

内用薬 1169005F1227 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 エレナント錠２．５ｍｇ サンド 後発品 25.20

内用薬 1169005F1235 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 パドパリン錠２．５ｍｇ 寿製薬 後発品 51.20

内用薬 1169005F1243 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 パーロミン錠２．５ｍｇ ダイト 後発品 52.90

内用薬 1169006C1039 ドロキシドパ ２０％１ｇ 局 ドプス細粒２０％ 大日本住友製薬 147.90 H23.4.1局方品
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内用薬 1169006C1055 ドロキシドパ ２０％１ｇ 局 ドロキシドパ細粒２０％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 98.50 H23.4.1局方品

内用薬 1169006F1027 ドロキシドパ １００ｍｇ１錠 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 79.20 H23.6.24収載

内用薬 1169006F2023 ドロキシドパ ２００ｍｇ１錠 ドプスＯＤ錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 146.10 H23.6.24収載

内用薬 1169006M1034 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル 局 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 53.30 H23.4.1局方品

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

日医工 後発品 56.20 H23.4.1局方品

内用薬 1169006M1050 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル 局 ドプスカプセル１００ｍｇ 大日本住友製薬 79.20 H23.4.1局方品

内用薬 1169006M1077 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル 局 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 53.30 H23.4.1局方品

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

共和薬品工業 後発品 92.70 H23.4.1局方品

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

日医工 後発品 107.00 H23.4.1局方品

内用薬 1169006M2057 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル 局 ドプスカプセル２００ｍｇ 大日本住友製薬 146.10 H23.4.1局方品

内用薬 1169006M2073 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル 局 ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 100.70 H23.4.1局方品

内用薬 1169007B1020 塩酸メチキセン １％１ｇ コリンホール散 田辺三菱製薬 21.00 H22.6.30まで
内用薬 1169007B1038 塩酸メチキセン １％１ｇ コリンホール散１％ 田辺三菱製薬 21.00
内用薬 1169007F1048 塩酸メチキセン ２．５ｍｇ１錠 コリンホール錠 田辺三菱製薬 6.90 H22.6.30まで
内用薬 1169007F1099 塩酸メチキセン ２．５ｍｇ１錠 コリンホール錠２．５ｍｇ 田辺三菱製薬 6.90
内用薬 1169008D1025 メシル酸ペルゴリド ０．０２５％１ｇ ペルゴリン顆粒０．０２５％ ダイト 後発品 138.10
内用薬 1169008F1026 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 ペルマックス錠５０μｇ 協和発酵キリン 56.40
内用薬 1169008F1034 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 ベセラール錠５０μｇ 大洋薬品工業 後発品 39.40
内用薬 1169008F1050 メシル酸ペルゴリド ５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠５０μｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 25.00

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

ラン」
マイラン製薬 後発品 32.20

内用薬 1169008F2022 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 ペルマックス錠２５０μｇ 協和発酵キリン 236.10
内用薬 1169008F2030 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 ベセラール錠２５０μｇ 大洋薬品工業 後発品 162.00
内用薬 1169008F2057 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠２５０μｇ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 130.00

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

内用薬 1169008F2073 メシル酸ペルゴリド ２５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠２５０μｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 130.00

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

166.80

内用薬 1169010F1023 塩酸セレギリン ２．５ｍｇ１錠 エフピー錠２．５ エフピー 332.70 H23.3.31まで
内用薬 1169010F1031 塩酸セレギリン ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 237.40

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

大洋薬品工業 後発品 197.90

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

マイラン製薬 後発品 216.80

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

イ」
沢井製薬 後発品 60.40

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

田辺三菱製薬 後発品 68.80

内用薬 1169011F1060 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 58.90

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

日医工 後発品 62.40

内用薬 1169011F1095 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 60.40

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

共和薬品工業 後発品 60.40

内用薬 1169011F2024 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カバサール錠１．０ｍｇ ファイザー 305.70

内用薬 1169011F2032 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 184.40

内用薬 1169011F2040 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 198.70

内用薬 1169011F2059 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 230.70

内用薬 1169011F2067 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 208.50

内用薬 1169011F2075 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 208.50

内用薬 1169011F2091 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 202.20

内用薬 1169011F2105 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 198.70

内用薬 1169012F1022 塩酸プラミペキソール水
和物

０．１２５ｍｇ１錠 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

54.20

内用薬 1169012F2029 塩酸プラミペキソール水
和物

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

186.00

内用薬 1169012G1028 塩酸プラミペキソール水
和物

０．３７５ｍｇ１錠 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

151.20 H23.7.19収載

内用薬 1169012G2024 塩酸プラミペキソール水
和物

１．５ｍｇ１錠 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

518.90 H23.7.19収載

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

56.80

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

196.60

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

365.10

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

211.30

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

ジド
１錠 イーシー・ドパール錠 協和発酵キリン 35.10 H22.6.30まで

内用薬 1169100F1036 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 ネオドパゾール錠 第一三共 39.00 H22.6.30まで

内用薬 1169100F1044 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 マドパー錠 中外製薬 34.10 H22.6.30まで

内用薬 1169100F1052 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 イーシー・ドパール配合錠 協和発酵キリン 35.10

内用薬 1169100F1060 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 ネオドパゾール配合錠 第一三共 39.00
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内用薬 1169100F1079 レボドパ・塩酸ベンセラ
ジド

１錠 マドパー配合錠 中外製薬 34.10

内用薬 1169101F1022 レボドパ・カルビドパ １錠 ネオドパストン錠１００ｍｇ 第一三共 38.70 H22.6.30まで
内用薬 1169101F1049 レボドパ・カルビドパ １錠 メネシット錠１００ 萬有製薬 38.70 H22.6.30まで
内用薬 1169101F1065 レボドパ・カルビドパ １錠 カルコーパ錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 15.10 H23.8.31まで
内用薬 1169101F1090 レボドパ・カルビドパ １錠 レプリントン錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 11.50
内用薬 1169101F1103 レボドパ・カルビドパ １錠 パーキストン錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 11.50 H22.6.30まで
内用薬 1169101F1111 レボドパ・カルビドパ １錠 ドパコール錠１００ｍｇ ダイト 後発品 15.10
内用薬 1169101F1120 レボドパ・カルビドパ １錠 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 第一三共 38.70
内用薬 1169101F1138 レボドパ・カルビドパ １錠 パーキストン配合錠Ｌ１００ 小林化工 後発品 11.50
内用薬 1169101F1146 レボドパ・カルビドパ １錠 メネシット配合錠１００ ＭＳＤ 38.70
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 H22.11.19収載

内用薬 1169101F2029 レボドパ・カルビドパ １錠 ネオドパストン錠２５０ｍｇ 第一三共 97.40 H22.6.30まで
内用薬 1169101F2037 レボドパ・カルビドパ １錠 メネシット錠２５０ 萬有製薬 94.70 H22.6.30まで
内用薬 1169101F2045 レボドパ・カルビドパ １錠 ネオドパストン配合錠Ｌ２５０ 第一三共 97.40
内用薬 1169101F2053 レボドパ・カルビドパ １錠 メネシット配合錠２５０ ＭＳＤ 94.70
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 H23.6.24収載

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 H23.6.24収載

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 H23.6.24収載

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 H23.6.24収載

内用薬 1169101F3025 レボドパ・カルビドパ １錠 ドパコール錠５０ｍｇ ダイト 後発品 7.50
内用薬 1171001F1014 クロルプロマジン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 局 クロルプロマジン塩酸塩錠 9.20 H23.11.11一般名等

内用薬 1171001F2010 クロルプロマジン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロルプロマジン塩酸塩錠 9.20 H23.11.11一般名等

内用薬 1171001F3017 クロルプロマジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロルプロマジン塩酸塩錠 9.20 H23.11.11一般名等

内用薬 1171001F4013 クロルプロマジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クロルプロマジン塩酸塩錠 9.20 H23.11.11一般名等

内用薬 1171005C1024 フェノールフタリン酸ク
ロルプロマジン

１０％１ｇ ウインタミン細粒（１０％） 塩野義製薬 6.90

内用薬 1172004B1030 フェンジゾ酸ペルフェナ
ジン

１％１ｇ ピーゼットシー散１％ 田辺三菱製薬 11.00

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

ディオ
後発品 31.70 H23.3.31まで

内用薬 1172005F1044 プロペリシアジン ５ｍｇ１錠 ニューレプチル錠５ｍｇ 塩野義製薬 5.70
内用薬 1172005F2067 プロペリシアジン １０ｍｇ１錠 ニューレプチル錠１０ｍｇ 塩野義製薬 7.00
内用薬 1172005F3047 プロペリシアジン ２５ｍｇ１錠 ニューレプチル錠２５ｍｇ 塩野義製薬 13.70
内用薬 1172005S1034 プロペリシアジン １％１ｍＬ ニューレプチル内服液１％ 塩野義製薬 15.30
内用薬 1172006F1014 ペルフェナジン ２ｍｇ１錠 局 ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172006F2010 ペルフェナジン ４ｍｇ１錠 局 ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172006F3017 ペルフェナジン ８ｍｇ１錠 局 ペルフェナジン錠 9.60

内用薬 1172007B1033 ペルフェナジン １％１ｇ トリラホン散１％ 共和薬品工業 10.50

内用薬 1172008B1038 マレイン酸トリフロペラ
ジン

１％１ｇ トリフロペラジン散１％「ミツビシ」 田辺三菱製薬 22.10

内用薬 1172008F1021 マレイン酸トリフロペラ
ジン

２．５ｍｇ１錠 トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」
（２．５）

田辺三菱製薬 7.40

内用薬 1172008F2028 マレイン酸トリフロペラ
ジン

５ｍｇ１錠 トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」
（５）

田辺三菱製薬 11.40

内用薬 1172009B1032 マレイン酸フルフェナジ
ン

０．２％１ｇ フルメジン散０．２％ 田辺三菱製薬 11.70

内用薬 1172009F1026 マレイン酸フルフェナジ
ン

０．２５ｍｇ１錠 フルメジン糖衣錠（０．２５） 田辺三菱製薬 5.90

内用薬 1172009F2022 マレイン酸フルフェナジ
ン

０．５ｍｇ１錠 フルメジン糖衣錠（０．５） 田辺三菱製薬 5.90

内用薬 1172009F3029 マレイン酸フルフェナジ １ｍｇ１錠 フルメジン糖衣錠（１） 田辺三菱製薬 7.80
内用薬 1172010F1010 プロクロルペラジンマレ

イン酸塩
５ｍｇ１錠 局 プロクロルペラジンマレイン酸塩錠 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 1172013F1014 ペルフェナジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 ペルフェナジンマレイン酸塩錠 9.20 H23.11.11一般名等

内用薬 1172013F2010 ペルフェナジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 ペルフェナジンマレイン酸塩錠 9.20 H23.11.11一般名等

内用薬 1172013F3017 ペルフェナジンマレイン
酸塩

８ｍｇ１錠 局 ペルフェナジンマレイン酸塩錠 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 1172014B1033 マレイン酸レボメプロマ
ジン

１０％１ｇ レボトミン散１０％ 田辺三菱製薬 12.90

内用薬 1172014B2048 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０％１ｇ レボトミン散５０％ 田辺三菱製薬 74.80

内用薬 1172014B2056 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０％１ｇ ヒルナミン散５０％ 塩野義製薬 72.00

内用薬 1172014C1055 マレイン酸レボメプロマ
ジン

１０％１ｇ ヒルナミン細粒１０％ 塩野義製薬 14.40

内用薬 1172014C1063 マレイン酸レボメプロマ
ジン

１０％１ｇ ソフミン細粒１０％ 共和薬品工業 後発品 9.00

内用薬 1172014D1077 マレイン酸レボメプロマ
ジン

１０％１ｇ レボトミン顆粒１０％ 田辺三菱製薬 13.20

内用薬 1172014F1027 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５ｍｇ１錠 ヒルナミン錠（５ｍｇ） 塩野義製薬 5.70

内用薬 1172014F1043 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５ｍｇ１錠 レボトミン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.70

内用薬 1172014F2023 マレイン酸レボメプロマ
ジン

２５ｍｇ１錠 ソフミン錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1172014F2120 マレイン酸レボメプロマ
ジン

２５ｍｇ１錠 レボトミン錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.70

内用薬 1172014F2139 マレイン酸レボメプロマ
ジン

２５ｍｇ１錠 ヒルナミン錠（２５ｍｇ） 塩野義製薬 5.70

内用薬 1172014F2147 マレイン酸レボメプロマ
ジン

２５ｍｇ１錠 レボホルテ錠２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1172014F3020 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０ｍｇ１錠 ソフミン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1172014F3038 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０ｍｇ１錠 ヒルナミン錠（５０ｍｇ） 塩野義製薬 7.80

内用薬 1172014F3070 マレイン酸レボメプロマ
ジン

５０ｍｇ１錠 レボトミン錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.50

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

10.30

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

21.20

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

ン
１０％１ｇ スルモンチール散１０％ 塩野義製薬 38.40

内用薬 1174005F1022 マレイン酸トリミプラミ
ン

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

２５ｍｇ１錠 スルモンチール錠２５ｍｇ 塩野義製薬 11.70

内用薬 1174006F1019 イミプラミン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミプラミン塩酸塩錠 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 1174006F2015 イミプラミン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 イミプラミン塩酸塩錠 10.60 H23.11.11一般名等

内用薬 1179001C1024 アモキサピン １０％１ｇ アモキサン細粒１０％ ファイザー 43.90
内用薬 1179001M1020 アモキサピン １０ｍｇ１カプセル アモキサンカプセル１０ｍｇ ファイザー 7.40
内用薬 1179001M2026 アモキサピン ２５ｍｇ１カプセル アモキサンカプセル２５ｍｇ ファイザー 14.70
内用薬 1179001M3022 アモキサピン ５０ｍｇ１カプセル アモキサンカプセル５０ｍｇ ファイザー 24.60
内用薬 1179002F1017 アミトリプチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アミトリプチリン塩酸塩錠 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 1179002F2013 アミトリプチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 アミトリプチリン塩酸塩錠 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 1179002F3010 アミトリプチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 アミトリプチリン塩酸塩錠 16.20 H23.11.11一般名等

内用薬 1179004F1024 塩酸ノルトリプチリン １０ｍｇ１錠 ノリトレン錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 5.80
内用薬 1179004F2039 塩酸ノルトリプチリン ２５ｍｇ１錠 ノリトレン錠２５ｍｇ 大日本住友製薬 11.90
内用薬 1179005F1045 ヒドロキシジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ジスロン錠 ナガセ医薬品 後発品 5.40 H24.3.31まで
内用薬 1179005F1053 ヒドロキシジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アタラックス錠１０ｍｇ ファイザー 6.00
内用薬 1179005F2025 ヒドロキシジン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アタラックス錠２５ｍｇ ファイザー 9.60
内用薬 1179006B1030 塩酸フロロピパミド １０％１ｇ プロピタン散１０％ サンノーバ 30.60
内用薬 1179006F1031 塩酸フロロピパミド ５０ｍｇ１錠 プロピタン錠５０ｍｇ サンノーバ 15.70
内用薬 1179008F1022 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ルジオミール錠１０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
14.10

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

ファーマ
29.00

内用薬 1179008F2037 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 クロンモリン錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 19.70
内用薬 1179008F2045 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ノイオミール錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 15.60

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 H23.11.28収載

内用薬 1179008F3025 マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ルジオミール錠５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

51.30 H24.3.31まで

内用薬 1179008F3033 マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 クロンモリン錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 34.90
内用薬 1179008F3041 マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ノイオミール錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 28.10

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 H23.11.28収載

内用薬 1179009B1025 塩酸メチルフェニデート １％１ｇ １％リタリン散「チバ」 ノバルティス
ファーマ

10.90 H22.6.30まで

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

10.90

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

10.50 H22.6.30まで

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

10.50

内用薬 1179009G1022 塩酸メチルフェニデート １８ｍｇ１錠 コンサータ錠１８ｍｇ ヤンセンファーマ 328.40
内用薬 1179009G2029 塩酸メチルフェニデート ２７ｍｇ１錠 コンサータ錠２７ｍｇ ヤンセンファーマ 363.90
内用薬 1179011B1030 オキシペルチン １０％１ｇ ホーリット散１０％ 第一三共 66.80
内用薬 1179011F1024 オキシペルチン ２０ｍｇ１錠 ホーリット錠２０ｍｇ 第一三共 15.20
内用薬 1179011F2020 オキシペルチン ４０ｍｇ１錠 ホーリット錠４０ｍｇ 第一三共 27.10
内用薬 1179012D1036 クロチアゼパム １０％１ｇ リーゼ顆粒１０％ 田辺三菱製薬 119.50
内用薬 1179012F1029 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 イソクリン糖衣錠５ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 1179012F1053 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 リリフター錠５ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 1179012F1070 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 ナオリーゼ錠５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1179012F1118 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 リーゼ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 7.30

内用薬 1179012F1126 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 リルミン錠５ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 1179012F1134 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1179012F2033 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 リーゼ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 13.30
内用薬 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 H22.11.19収載

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 H22.11.19収載

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 H22.11.19収載

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 H23.6.24収載

内用薬 1179015B1071 スピペロン ０．３％１ｇ スピロピタン散０．３％ サンノーバ 53.80 H24.3.31まで

内用薬 1179015F1030 スピペロン ０．２５ｍｇ１錠 スピロピタン錠０．２５ｍｇ サンノーバ 6.50
内用薬 1179015F2029 スピペロン １ｍｇ１錠 スピロピタン錠１ｍｇ サンノーバ 19.50
内用薬 1179016F1094 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ（ＴＹＫ） 大正薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1179016F1124 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠１００ｍｇ アステラス製薬 20.40
内用薬 1179016F1140 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ミラドール錠１００ バイエル薬品 16.70
内用薬 1179016F1159 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179016F1167 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ベタマック錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.30
内用薬 1179016F1175 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 アビリット錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 19.80
内用薬 1179016F1183 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 1179016F2066 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ（ＴＹＫ） 大正薬品工業 後発品 6.50
内用薬 1179016F2090 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠２００ｍｇ アステラス製薬 28.60
内用薬 1179016F2112 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 ミラドール錠２００ バイエル薬品 23.40
内用薬 1179016F2120 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.20
内用薬 1179016F2139 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 ベタマック錠２００ｍｇ 沢井製薬 後発品 7.90

内用薬 1179016F2147 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 アビリット錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 27.40
内用薬 1179016F2155 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.50
内用薬 1179017F1030 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 リチオマール錠１００ｍｇ 藤永製薬 後発品 10.90
内用薬 1179017F1048 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠１００「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 6.60

内用薬 1179017F1056 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 リーマス錠１００ 大正製薬 13.60
内用薬 1179017F1064 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.60

内用薬 1179017F2036 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リチオマール錠２００ｍｇ 藤永製薬 後発品 17.40
内用薬 1179017F2044 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 10.30
内用薬 1179017F2052 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リーマス錠２００ 大正製薬 22.60
内用薬 1179017F2060 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.40

内用薬 1179019B1037 パモ酸ヒドロキシジン １０％１ｇ アタラックス－Ｐ散１０％ ファイザー 28.80
内用薬 1179019F1039 パモ酸ヒドロキシジン ２５ｍｇ１錠 ハタナジン錠 日新製薬（山形） 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 1179019F1063 パモ酸ヒドロキシジン ２５ｍｇ１錠 ハタナジン錠２５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 1179019M1046 パモ酸ヒドロキシジン ２５ｍｇ１カプセル アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ファイザー 7.00
内用薬 1179019M2034 パモ酸ヒドロキシジン ５０ｍｇ１カプセル アタラックス－Ｐカプセル５０ｍｇ ファイザー 13.10
内用薬 1179019Q1030 パモ酸ヒドロキシジン ０．５％１ｍＬ アタラックス－Ｐシロップ０．５％ ファイザー 3.00

内用薬 1179019R1035 パモ酸ヒドロキシジン ２．５％１ｇ アタラックス－Ｐドライシロップ２．
５％

ファイザー 13.50
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内用薬 1179020C1019 ハロペリドール １％１ｇ ハロペリドール１％細粒 後発品 6.20
内用薬 1179020C1183 ハロペリドール １％１ｇ リントン細粒１％ 田辺三菱製薬 後発品 15.10
内用薬 1179020C1191 ハロペリドール １％１ｇ セレネース細粒１％ 大日本住友製薬 51.30
内用薬 1179020C1230 ハロペリドール １％１ｇ ハロステン細粒１％ 塩野義製薬 後発品 16.90
内用薬 1179020C1264 ハロペリドール １％１ｇ ハロペリドール細粒１％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 12.70
内用薬 1179020F1180 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 リントン錠（０．７５ｍｇ） 田辺三菱製薬 後発品 5.90
内用薬 1179020F1198 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 レモナミン錠０．７５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.90
内用薬 1179020F1210 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 セレネース錠０．７５ｍｇ 大日本住友製薬 7.80
内用薬 1179020F1236 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 5.90

内用薬 1179020F2038 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 セレネース錠１ｍｇ 大日本住友製薬 7.80
内用薬 1179020F2046 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロステン錠１ｍｇ 塩野義製薬 後発品 6.00
内用薬 1179020F2089 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 レモナミン錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179020F2097 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 5.90
内用薬 1179020F3069 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 スイロリン錠「１．５」 辰巳化学 後発品 6.00 H23.3.31まで
内用薬 1179020F3239 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 リントン錠（１．５ｍｇ） 田辺三菱製薬 後発品 6.00
内用薬 1179020F3247 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 レモナミン錠１．５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1179020F3255 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 セレネース錠１．５ｍｇ 大日本住友製薬 9.40
内用薬 1179020F3271 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.00

内用薬 1179020F3280 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 6.00

内用薬 1179020F4030 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 ハロステン錠２ｍｇ 塩野義製薬 後発品 6.00
内用薬 1179020F4057 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 リントン錠（２ｍｇ） 田辺三菱製薬 後発品 6.00
内用薬 1179020F4065 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 レモナミン錠２ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.10
内用薬 1179020F5037 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 セレネース錠３ｍｇ 大日本住友製薬 11.20
内用薬 1179020F5100 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 リントン錠（３ｍｇ） 田辺三菱製薬 後発品 6.30
内用薬 1179020F5118 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 レモナミン錠３ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179020F5134 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠３ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.30
内用薬 1179020S1030 ハロペリドール ０．２％１ｍＬ セレネース内服液０．２％ 大日本住友製薬 23.00
内用薬 1179022C1034 ピモジド １％１ｇ オーラップ細粒１％ アステラス製薬 174.00
内用薬 1179022F1022 ピモジド １ｍｇ１錠 オーラップ錠１ｍｇ アステラス製薬 18.90
内用薬 1179022F2029 ピモジド ３ｍｇ１錠 オーラップ錠３ｍｇ アステラス製薬 48.70
内用薬 1179023F1035 ペモリン １０ｍｇ１錠 ベタナミン錠１０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 14.40
内用薬 1179023F2023 ペモリン ２５ｍｇ１錠 ベタナミン錠２５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 33.20
内用薬 1179023F3020 ペモリン ５０ｍｇ１錠 ベタナミン錠５０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 62.90
内用薬 1179024C1033 ゾテピン １０％１ｇ ロドピン細粒１０％ アステラス製薬 90.80
内用薬 1179024C1050 ゾテピン １０％１ｇ メジャピン細粒１０％ 共和薬品工業 後発品 31.00
内用薬 1179024C1068 ゾテピン １０％１ｇ ロシゾピロン細粒１０％ 長生堂製薬 後発品 25.90
内用薬 1179024C1076 ゾテピン １０％１ｇ セトウス細粒１０％ 高田製薬 後発品 54.20
内用薬 1179024C2021 ゾテピン ５０％１ｇ ロドピン細粒５０％ アステラス製薬 332.60
内用薬 1179024C2030 ゾテピン ５０％１ｇ セトウス細粒５０％ 高田製薬 後発品 206.60
内用薬 1179024C2048 ゾテピン ５０％１ｇ メジャピン細粒５０％ 共和薬品工業 後発品 111.60
内用薬 1179024C2056 ゾテピン ５０％１ｇ ロシゾピロン細粒５０％ 長生堂製薬 後発品 94.40
内用薬 1179024F1021 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 セトウス錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 16.00
内用薬 1179024F1030 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロドピン錠２５ｍｇ アステラス製薬 24.60
内用薬 1179024F1056 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 7.30
内用薬 1179024F1064 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 メジャピン錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.00
内用薬 1179024F2028 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 セトウス錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 27.00
内用薬 1179024F2036 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロドピン錠５０ｍｇ アステラス製薬 45.80
内用薬 1179024F2052 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 メジャピン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 13.90
内用薬 1179024F2060 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 13.20
内用薬 1179024F3024 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ロドピン錠１００ｍｇ アステラス製薬 88.90
内用薬 1179024F3032 ゾテピン １００ｍｇ１錠 セトウス錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 47.80
内用薬 1179024F3040 ゾテピン １００ｍｇ１錠 メジャピン錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 24.10
内用薬 1179024F3059 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 23.80
内用薬 1179025C1054 エチゾラム １％１ｇ 局 デパス細粒１％ 田辺三菱製薬 129.70
内用薬 1179025C1062 エチゾラム １％１ｇ 局 セデコパン細粒１％ 長生堂製薬 後発品 29.40
内用薬 1179025F1026 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デパス錠０．５ｍｇ 田辺三菱製薬 9.00
内用薬 1179025F1034 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 アロファルム錠０．５ 日医工ファーマ 後発品 5.80
内用薬 1179025F1042 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチカーム錠０．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 1179025F1050 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチセダン錠０．５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1179025F1077 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 サイラゼパム錠０．５ 日医工ファーマ 後発品 6.00 H23.3.31まで
内用薬 1179025F1085 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 セデコパン錠０．５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.80
内用薬 1179025F1093 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デゾラム錠０．５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179025F1107 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 カプセーフ錠０．５ｍｇ 大原薬品工業 後発品 5.80

内用薬 1179025F1115 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デムナット錠０．５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.00
内用薬 1179025F1123 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 ノンネルブ錠０．５ 日新製薬（山形） 後発品 6.00
内用薬 1179025F1131 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 パルギン錠０．５ｍｇ 藤永製薬 後発品 6.30
内用薬 1179025F1140 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 メディピース錠０．５ メディサ新薬 後発品 6.30
内用薬 1179025F1166 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 モーズン錠０．５ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.00
内用薬 1179025F1182 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 5.80

内用薬 1179025F1204 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラン錠０．５ｍｇ 小林化工 後発品 6.00
内用薬 1179025F1212 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 グペリース錠０．５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 6.00

内用薬 1179025F1220 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.80 H23.11.28収載

内用薬 1179025F2022 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 デパス錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 14.20
内用薬 1179025F2030 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 アロファルム錠１．０ 日医工ファーマ 後発品 6.00
内用薬 1179025F2049 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチカーム錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00
内用薬 1179025F2057 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチセダン錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179025F2065 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 セデコパン錠１ｍｇ 長生堂製薬 後発品 6.00
内用薬 1179025F2073 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 デゾラム錠１ｍｇ 大正薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179025F2081 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 カプセーフ錠１ｍｇ 大原薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1179025F2090 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 パルギン錠１ｍｇ 藤永製薬 後発品 10.00
内用薬 1179025F2103 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 メディピース錠１ メディサ新薬 後発品 6.40
内用薬 1179025F2120 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 サイラゼパム錠１ 日医工ファーマ 後発品 6.40 H23.3.31まで
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 H22.11.19収載

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 H23.6.24収載

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 H23.6.24収載

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 H23.6.24収載

内用薬 1179025F2170 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 6.00 H23.11.28収載

内用薬 1179025F2189 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 6.00 H23.11.28収載

内用薬 1179026C1040 チミペロン １％１ｇ トロペロン細粒１％ 第一三共 148.60
内用薬 1179026C1059 チミペロン １％１ｇ セルマニル細粒１％ 共和薬品工業 後発品 53.90
内用薬 1179026F1020 チミペロン ０．５ｍｇ１錠 トロペロン錠０．５ｍｇ 第一三共 8.90
内用薬 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 H22.5.28収載
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内用薬 1179026F2027 チミペロン １ｍｇ１錠 トロペロン錠１ｍｇ 第一三共 16.40
内用薬 1179026F2035 チミペロン １ｍｇ１錠 セルマニル錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 7.30
内用薬 1179026F3023 チミペロン ３ｍｇ１錠 トロペロン錠３ｍｇ 第一三共 44.90
内用薬 1179026F3031 チミペロン ３ｍｇ１錠 セルマニル錠３ｍｇ 共和薬品工業 後発品 19.60
内用薬 1179027F1025 塩酸ドスレピン ２５ｍｇ１錠 プロチアデン錠２５ 科研製薬 13.80
内用薬 1179028C1066 ブロムペリドール １％１ｇ インプロメン細粒１％ ヤンセンファーマ 103.90
内用薬 1179028C1074 ブロムペリドール １％１ｇ ルナプロン細粒１％ 共和薬品工業 後発品 43.40
内用薬 1179028C1082 ブロムペリドール １％１ｇ プリンドリル細粒１％ メディサ新薬 後発品 32.80
内用薬 1179028F1020 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 インプロメン錠１ｍｇ ヤンセンファーマ 11.60
内用薬 1179028F1062 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ルナプロン錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 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 H23.11.28収載

内用薬 1179028F2026 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 インプロメン錠３ｍｇ ヤンセンファーマ 32.50
内用薬 1179028F2042 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 プリンドリル錠３ メディサ新薬 後発品 12.40
内用薬 1179028F2050 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ルナプロン錠３ｍｇ 共和薬品工業 後発品 12.40
内用薬 1179028F2115 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 メルカイック錠３ｍｇ シオノケミカル 後発品 8.40 H24.3.31まで
内用薬 1179028F2123 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 プリペリドール錠３ｍｇ 陽進堂 後発品 7.60 H23.3.31まで
内用薬 1179028F3022 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 インプロメン錠６ｍｇ ヤンセンファーマ 58.60
内用薬 1179028F3030 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 プリンドリル錠６ メディサ新薬 後発品 20.30

内用薬 1179028F3049 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ルナプロン錠６ｍｇ 共和薬品工業 後発品 23.70
内用薬 1179029F1032 塩酸カルピプラミン ２５ｍｇ１錠 デフェクトン糖衣錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 17.30
内用薬 1179029F2039 塩酸カルピプラミン ５０ｍｇ１錠 デフェクトン糖衣錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 35.00
内用薬 1179030D1050 塩酸クロカプラミン １０％１ｇ クロフェクトン顆粒１０％ 田辺三菱製薬 101.00
内用薬 1179030D1069 塩酸クロカプラミン １０％１ｇ パドラセン顆粒１０％ 共和薬品工業 後発品 41.80
内用薬 1179030F1035 塩酸クロカプラミン １０ｍｇ１錠 クロフェクトン錠１０ｍｇ 全星薬品工業 12.50
内用薬 1179030F2066 塩酸クロカプラミン ２５ｍｇ１錠 クロフェクトン錠２５ｍｇ 全星薬品工業 27.60
内用薬 1179030F3020 塩酸クロカプラミン ５０ｍｇ１錠 クロフェクトン錠５０ｍｇ 全星薬品工業 51.20
内用薬 1179031B1038 マレイン酸カルピプラミ １０％１ｇ デフェクトン散１０％ 田辺三菱製薬 64.30
内用薬 1179032C1038 塩酸スルトプリド ５０％１ｇ スタドルフ細粒５０％ 共和薬品工業 後発品 34.00
内用薬 1179032C1046 塩酸スルトプリド ５０％１ｇ バルネチール細粒５０％ バイエル薬品 141.30
内用薬 1179032F1026 塩酸スルトプリド ５０ｍｇ１錠 バルネチール錠５０ バイエル薬品 16.30
内用薬 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 H22.5.28収載

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 H22.5.28収載

内用薬 1179032F2022 塩酸スルトプリド １００ｍｇ１錠 バルネチール錠１００ バイエル薬品 30.50
内用薬 1179032F2049 塩酸スルトプリド １００ｍｇ１錠 バチール錠１００ｍｇ 全星薬品工業 後発品 8.90
内用薬 1179032F2057 塩酸スルトプリド １００ｍｇ１錠 スタドルフ錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.90
内用薬 1179032F3029 塩酸スルトプリド ２００ｍｇ１錠 バルネチール錠２００ バイエル薬品 57.40
内用薬 1179032F3045 塩酸スルトプリド ２００ｍｇ１錠 バチール錠２００ｍｇ 全星薬品工業 後発品 14.00
内用薬 1179032F3053 塩酸スルトプリド ２００ｍｇ１錠 スタドルフ錠２００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 14.00
内用薬 1179033F1020 塩酸ミアンセリン １０ｍｇ１錠 テトラミド錠１０ｍｇ ＭＳＤ 17.20
内用薬 1179033F2027 塩酸ミアンセリン ３０ｍｇ１錠 テトラミド錠３０ｍｇ ＭＳＤ 48.40
内用薬 1179034F1041 マレイン酸セチプチリン １ｍｇ１錠 ビソプール錠１ｍｇ メディサ新薬 後発品 7.00
内用薬 1179034F1050 マレイン酸セチプチリン １ｍｇ１錠 テシプール錠１ｍｇ 持田製薬 17.90
内用薬 1179035D1029 塩酸モサプラミン １０％１ｇ クレミン顆粒１０％ 田辺三菱製薬 158.70
内用薬 1179035F1020 塩酸モサプラミン １０ｍｇ１錠 クレミン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 18.20
内用薬 1179035F3022 塩酸モサプラミン ２５ｍｇ１錠 クレミン錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 41.90
内用薬 1179035F4029 塩酸モサプラミン ５０ｍｇ１錠 クレミン錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 79.50
内用薬 1179036C1028 ネモナプリド ２％１ｇ エミレース細粒２％ アステラス製薬 137.70 H24.3.31まで
内用薬 1179036F1024 ネモナプリド ３ｍｇ１錠 エミレース錠３ｍｇ アステラス製薬 22.20
内用薬 1179036F2020 ネモナプリド １０ｍｇ１錠 エミレース錠１０ｍｇ アステラス製薬 66.70

内用薬 1179037F1029 塩酸トラゾドン ２５ｍｇ１錠 レスリン錠２５ ＭＳＤ 20.20
内用薬 1179037F1037 塩酸トラゾドン ２５ｍｇ１錠 デジレル錠２５ ファイザー 20.20
内用薬 1179037F1045 塩酸トラゾドン ２５ｍｇ１錠 アンデプレ錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 9.20
内用薬 1179037F2025 塩酸トラゾドン ５０ｍｇ１錠 レスリン錠５０ ＭＳＤ 35.60
内用薬 1179037F2033 塩酸トラゾドン ５０ｍｇ１錠 デジレル錠５０ ファイザー 35.60
内用薬 1179037F2041 塩酸トラゾドン ５０ｍｇ１錠 アンデプレ錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 16.10
内用薬 1179038C1027 リスペリドン １％１ｇ リスパダール細粒１％ ヤンセンファーマ 331.00
内用薬 1179038C1035 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 156.30
内用薬 1179038C1043 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 204.60
内用薬 1179038C1051 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 242.60
内用薬 1179038C1060 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 126.00 H24.3.31まで
内用薬 1179038C1078 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 146.20
内用薬 1179038C1086 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 164.50
内用薬 1179038C1094 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 204.60
内用薬 1179038C1108 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 136.10
内用薬 1179038C1116 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「トーワ」 東和薬品 後発品 146.20
内用薬 1179038C1124 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「日医工」 日医工 後発品 218.90
内用薬 1179038C1140 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 218.90
内用薬 1179038C1159 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 180.70
内用薬 1179038C1167 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「タカタ」 高田製薬 後発品 117.90
内用薬 1179038F1023 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスパダール錠１ｍｇ ヤンセンファーマ 37.30
内用薬 1179038F1031 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 16.00
内用薬 1179038F1040 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 21.40
内用薬 1179038F1058 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 17.90
内用薬 1179038F1066 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 17.90 H24.3.31まで
内用薬 1179038F1074 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 14.90
内用薬 1179038F1082 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.00
内用薬 1179038F1090 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.00
内用薬 1179038F1104 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 25.00
内用薬 1179038F1112 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 12.80
内用薬 1179038F1120 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 22.90
内用薬 1179038F1147 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 25.00
内用薬 1179038F1155 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 16.00
内用薬 1179038F1163 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 12.80
内用薬 1179038F1171 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.00
内用薬 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 H23.7.12収載

内用薬 1179038F2020 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスパダール錠２ｍｇ ヤンセンファーマ 68.60
内用薬 1179038F2038 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 21.20
内用薬 1179038F2046 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 42.10
内用薬 1179038F2054 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.30
内用薬 1179038F2062 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 23.10 H24.3.31まで
内用薬 1179038F2070 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 30.70
内用薬 1179038F2089 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 42.10
内用薬 1179038F2097 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.30
内用薬 1179038F2100 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 50.80
内用薬 1179038F2119 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 23.10
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内用薬 1179038F2127 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.10
内用薬 1179038F2135 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 38.80
内用薬 1179038F2151 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 45.30
内用薬 1179038F2160 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 33.60
内用薬 1179038F2178 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 23.10
内用薬 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 H23.7.12収載

内用薬 1179038F3026 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスパダール錠３ｍｇ ヤンセンファーマ 98.50
内用薬 1179038F3034 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 47.60
内用薬 1179038F3042 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 57.30
内用薬 1179038F3050 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 37.30
内用薬 1179038F3069 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 65.50
内用薬 1179038F3077 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 34.30 H24.3.31まで

内用薬 1179038F3085 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 70.50

内用薬 1179038F3093 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 70.50

内用薬 1179038F3107 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 47.60

内用薬 1179038F3115 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 65.50
内用薬 1179038F3123 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 70.50

内用薬 1179038F3131 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 65.50

内用薬 1179038F3140 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 47.60

内用薬 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 H22.11.19収載

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 H23.6.24収載

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 H23.7.12収載

内用薬 1179038F4022 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 13.80

内用薬 1179038F4030 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 11.20 H24.3.31まで

内用薬 1179038F4049 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ヨシト
ミ」

全星薬品工業 後発品 13.80

内用薬 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 H22.11.19収載

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 H23.7.12収載

内用薬 1179038F5029 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ヤンセンファーマ 37.30
内用薬 1179038F5037 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.00

内用薬 1179038F5045 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 14.90

内用薬 1179038F5053 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 12.80

内用薬 1179038F5061 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.00

内用薬 1179038F6025 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスパダールＯＤ錠２ｍｇ ヤンセンファーマ 68.60
内用薬 1179038F6033 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.30

内用薬 1179038F6041 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 30.70

内用薬 1179038F6050 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 23.10

内用薬 1179038F6068 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.10

内用薬 1179038F7021 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ ヤンセンファーマ 19.80
内用薬 1179038F7030 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「タカ 高田製薬 後発品 7.10 H23.11.28収載

内用薬 1179038F8028 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 47.60

内用薬 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 H22.5.28収載

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 H22.11.19収載

内用薬 1179038S1021 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ ヤンセンファーマ 109.10
内用薬 1179038S1030 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 61.60

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

沢井製薬 後発品 67.30

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

同仁医薬化工 後発品 80.40

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

高田製薬 後発品 58.50

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

東和薬品 後発品 68.50

内用薬 1179038S1080 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 58.50 H22.5.28収載

内用薬 1179038S2036 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１
包

リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 37.00

内用薬 1179038S2044 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１
包

リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 37.00

内用薬 1179038S2052 リスペリドン
０．１％０．５ｍＬ１
包

局
リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 37.00 H23.11.28収載

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

共和薬品工業 後発品 67.40

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

マイラン製薬 後発品 69.50

内用薬 1179038S3059 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 局
リスペリドン内用液分包１ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 67.40 H23.11.28収載

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

マイラン製薬 後発品 127.70

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

共和薬品工業 後発品 117.60

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

日医工 後発品 117.60 H23.11.28収載

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

共和薬品工業 後発品 180.60

内用薬 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 H22.11.19収載

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

日医工 後発品 180.60 H23.11.28収載

内用薬 1179039F1028 マレイン酸フルボキサミ
ン

２５ｍｇ１錠 デプロメール錠２５ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

42.30
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内用薬 1179039F1036 マレイン酸フルボキサミ
ン

２５ｍｇ１錠 ルボックス錠２５ アボットジャパン 42.30

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２５ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「ＥＭＥＣ」

エルメッド　エー
ザイ

後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「ＪＧ」

大興製薬 後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「興和テバ」

大正薬品工業 後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 29.60 H22.11.19収載

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２５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 29.60 H23.6.24収載

内用薬 1179039F2024 マレイン酸フルボキサミ
ン

５０ｍｇ１錠 デプロメール錠５０ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

73.60

内用薬 1179039F2032 マレイン酸フルボキサミ
ン

５０ｍｇ１錠 ルボックス錠５０ アボットジャパン 73.60

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５０ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「ＥＭＥＣ」

エルメッド　エー
ザイ

後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「ＪＧ」

大興製薬 後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「興和テバ」

大正薬品工業 後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 51.50 H22.11.19収載

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５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 51.50 H23.6.24収載

内用薬 1179039F3020 マレイン酸フルボキサミ
ン

７５ｍｇ１錠 デプロメール錠７５ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

102.10

内用薬 1179039F3039 マレイン酸フルボキサミ
ン

７５ｍｇ１錠 ルボックス錠７５ アボットジャパン 102.10

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７５ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「ＥＭＥＣ」

エルメッド　エー
ザイ

後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「ＪＧ」

大興製薬 後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「興和テバ」

大正薬品工業 後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 71.20 H22.11.19収載

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７５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 71.20 H23.6.24収載

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

アルフレッサ
ファーマ

後発品 18.30

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

日本ジェネリック 後発品 18.90

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

ニプロファーマ 後発品 17.60

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

ニプロジェネファ 後発品 15.30
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内用薬 1179040F1071 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 18.30

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

共和薬品工業 後発品 16.90

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

沢井製薬 後発品 18.90

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

大洋薬品工業 後発品 18.30

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

東和薬品 後発品 18.90

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

日医工 後発品 18.90

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

イラン」
マイラン製薬 後発品 18.00

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

アルフレッサ
ファーマ

後発品 27.60

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

日本ジェネリック 後発品 27.60

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

ニプロファーマ 後発品 26.30

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

ニプロジェネファ 後発品 26.30

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

大正薬品工業 後発品 28.30

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

共和薬品工業 後発品 24.90

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

沢井製薬 後発品 28.30

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

大洋薬品工業 後発品 26.30

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

東和薬品 後発品 28.30

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

日医工 後発品 27.60

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

イラン」
マイラン製薬 後発品 26.80

内用薬 1179040F3023 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 トレドミン錠１２．５ｍｇ 旭化成ファーマ 22.90
内用薬 1179040F3031 ミルナシプラン塩酸塩 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 H22.5.28収載

内用薬 1179040F3040 ミルナシプラン塩酸塩 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 H22.5.28収載

内用薬 1179040F3058 ミルナシプラン塩酸塩 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 H22.5.28収載

内用薬 1179040F3066 ミルナシプラン塩酸塩 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 H22.11.19収載

内用薬 1179040F3074 ミルナシプラン塩酸塩 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 H22.11.19収載

内用薬 1179040F3082 ミルナシプラン塩酸塩 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 H22.11.19収載

内用薬 1179040F3090 ミルナシプラン塩酸塩 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 H22.11.19収載

内用薬 1179040F3104 ミルナシプラン塩酸塩 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 H23.6.24収載

内用薬 1179040F3112 ミルナシプラン塩酸塩 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 H23.6.24収載

内用薬 1179040F3120 ミルナシプラン塩酸塩 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 H23.6.24収載

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

ワイ」
沢井製薬 後発品 45.90

内用薬 1179040F4046 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

アルフレッサ
ファーマ

後発品 48.20 H22.5.28収載

内用薬 1179040F4054 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 51.10 H22.5.28収載

内用薬 1179040F4062 ミルナシプラン塩酸塩 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 H22.5.28収載

内用薬 1179040F4070 ミルナシプラン塩酸塩 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 H22.5.28収載

内用薬 1179040F4089 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 46.10 H23.6.24収載

内用薬 1179040F4097 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 45.40 H23.6.24収載

内用薬 1179040F4100 ミルナシプラン塩酸塩 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 H23.6.24収載

内用薬 1179040F4119 ミルナシプラン塩酸塩 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 H23.6.24収載

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 H23.11.28収載

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

114.80

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

201.30

内用薬 1179041F3028 塩酸パロキセチン水和物 ５ｍｇ１錠 パキシル錠５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

   65.50 H22.9.24収載

内用薬 1179042C1023 フマル酸クエチアピン ５０％１ｇ セロクエル細粒５０％ アステラス製薬 802.50
内用薬 1179042F1020 フマル酸クエチアピン ２５ｍｇ１錠 セロクエル２５ｍｇ錠 アステラス製薬 47.20
内用薬 1179042F2026 フマル酸クエチアピン １００ｍｇ１錠 セロクエル１００ｍｇ錠 アステラス製薬 165.60
内用薬 1179042F3022 フマル酸クエチアピン ２００ｍｇ１錠 セロクエル２００ｍｇ錠 アステラス製薬 310.90
内用薬 1179043F1032

ペロスピロン塩酸塩水和
物

４ｍｇ１錠 ルーラン錠４ｍｇ 大日本住友製薬 23.10

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 H23.11.28収載

内用薬 1179043F2039
ペロスピロン塩酸塩水和
物

８ｍｇ１錠 ルーラン錠８ｍｇ 大日本住友製薬 43.20

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 H23.11.28収載

内用薬 1179043F3027
ペロスピロン塩酸塩水和
物

１６ｍｇ１錠 ルーラン錠１６ｍｇ 大日本住友製薬 80.80

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 H23.11.28収載

内用薬 1179044C1022 オランザピン １％１ｇ ジプレキサ細粒１％ 日本イーライリ
リー

459.10

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

134.60

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

251.40

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

476.90
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内用薬 1179044F4028 オランザピン ５ｍｇ１錠 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ 日本イーライリ
リー

251.40

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

476.90

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

ファーマ
393.00

内用薬 1179048B1025 ブロナンセリン ２％１ｇ ロナセン散２％ 大日本住友製薬 691.80
内用薬 1179048F1027 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ロナセン錠２ｍｇ 大日本住友製薬 76.60
内用薬 1179048F2023 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ロナセン錠４ｍｇ 大日本住友製薬 143.70
内用薬 1179048F3020 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ロナセン錠８ｍｇ 大日本住友製薬 269.60 H22.4.23収載

内用薬 1179049F1021 クロザピン ２５ｍｇ１錠 クロザリル錠２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

85.30

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

300.60

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

264.90

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

315.70

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

398.10

内用薬 1179051F1029 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 リフレックス錠１５ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

169.30

内用薬 1179051F1037 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 レメロン錠１５ｍｇ ＭＳＤ 169.30
内用薬 1179052M1022 デュロキセチン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル サインバルタカプセル２０ｍｇ 塩野義製薬 169.30 H22.4.16収載

内用薬 1179052M2029 デュロキセチン塩酸塩 ３０ｍｇ１カプセル サインバルタカプセル３０ｍｇ 塩野義製薬 230.50 H22.4.16収載

内用薬 1179053G1023 パリペリドン ３ｍｇ１錠 インヴェガ錠３ｍｇ ヤンセンファーマ   246.20 H22.12.10収載

内用薬 1179053G2020 パリペリドン ６ｍｇ１錠 インヴェガ錠６ｍｇ ヤンセンファーマ   452.80 H22.12.10収載

内用薬 1179053G3026 パリペリドン ９ｍｇ１錠 インヴェガ錠９ｍｇ ヤンセンファーマ 574.00 H22.12.10収載

内用薬 1179054F1022 エスシタロプラムシュウ
酸塩

１０ｍｇ１錠 レクサプロ錠１０ｍｇ 持田製薬 212.00 H23.7.19収載

内用薬 1179100F1024 クロルプロマジン・プロ
メタジン

１錠 ベゲタミン錠－Ａ 塩野義製薬 8.20 H22.6.30まで

内用薬 1179100F1032 クロルプロマジン・プロ
メタジン

１錠 ベゲタミン－Ａ配合錠 塩野義製薬 8.20

内用薬 1179101F1029 クロルプロマジン・プロ
メタジン

１錠 ベゲタミン錠－Ｂ 塩野義製薬 6.50 H22.6.30まで

内用薬 1179101F1037 クロルプロマジン・プロ
メタジン

１錠 ベゲタミン－Ｂ配合錠 塩野義製薬 6.50

内用薬 1180101D1029 非ピリン系感冒剤 １ｇ ペレックス１／６顆粒 大鵬薬品工業 6.20 H22.6.30まで
内用薬 1180101D1037 非ピリン系感冒剤 １ｇ 小児用ペレックス配合顆粒 大鵬薬品工業 6.20
内用薬 1180102Q1025 非ピリン系感冒剤 １０ｍＬ ＬＬシロップ 第一三共 19.30 H22.6.30まで
内用薬 1180102Q1068 非ピリン系感冒剤 １０ｍＬ ＬＬ配合シロップ小児用 第一三共 19.30
内用薬 1180105B1026 非ピリン系感冒剤 １ｇ ネオアムノール散 三和化学研究所 6.20 H22.6.30まで
内用薬 1180105B1034 非ピリン系感冒剤 １ｇ ネオアムノール配合散 三和化学研究所 6.20
内用薬 1180105D1027 非ピリン系感冒剤 １ｇ ペレックス顆粒 大鵬薬品工業 6.20 H22.6.30まで
内用薬 1180105D1035 非ピリン系感冒剤 １ｇ ペレックス配合顆粒 大鵬薬品工業 6.20
内用薬 1180107D1026 非ピリン系感冒剤 １ｇ ＰＬ顆粒 塩野義製薬 6.60 H22.6.30まで
内用薬 1180107D1034 非ピリン系感冒剤 １ｇ サラザック顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 1180107D1042 非ピリン系感冒剤 １ｇ セラピナ顆粒 シオノケミカル 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 1180107D1050 非ピリン系感冒剤 １ｇ トーワチーム顆粒 東和薬品 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 1180107D1069 非ピリン系感冒剤 １ｇ ホグス顆粒 大正薬品工業 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 1180107D1077 非ピリン系感冒剤 １ｇ マリキナ顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 1180107D1107 非ピリン系感冒剤 １ｇ サラザック配合顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1180107D1115 非ピリン系感冒剤 １ｇ セラピナ配合顆粒 シオノケミカル 後発品 6.20
内用薬 1180107D1123 非ピリン系感冒剤 １ｇ トーワチーム配合顆粒 東和薬品 後発品 6.20
内用薬 1180107D1131 非ピリン系感冒剤 １ｇ ＰＬ配合顆粒 塩野義製薬 6.60
内用薬 1180107D1140 非ピリン系感冒剤 １ｇ ホグス配合顆粒 大正薬品工業 後発品 6.20 H24.3.31まで
内用薬 1180107D1158 非ピリン系感冒剤 １ｇ マリキナ配合顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 1180108D1020 非ピリン系感冒剤 １ｇ 幼児用ＰＬ顆粒 塩野義製薬 6.50 H22.6.30まで
内用薬 1180108D1039 非ピリン系感冒剤 １ｇ 幼児用ＰＬ配合顆粒 塩野義製薬 6.50
内用薬 1180109F1026 非ピリン系感冒剤 １錠 ピーエイ錠 全星薬品工業 後発品 4.60 H22.6.30まで
内用薬 1180109F1034 非ピリン系感冒剤 １錠 ピーエイ配合錠 全星薬品工業 後発品 4.60
内用薬 1190004C1017 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド塩酸塩１０％細粒 後発品 15.80 H23.11.11一般名等

内用薬 1190004C1025 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ グラマリール細粒１０％ アステラス製薬 101.10
内用薬 1190004C1076 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリム細粒１０％ メディサ新薬 後発品 24.40
内用薬 1190004F1021 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 グラマリール錠２５ｍｇ アステラス製薬 27.80 H23.4.1局方品

内用薬 1190004F1030 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルジサール錠２５ 日医工ファーマ 後発品 7.70 H24.3.31まで
内用薬 1190004F1056 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 グリノラート錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.4.1局方品

内用薬 1190004F1064 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアリール錠２５ ダイト 後発品 7.40
内用薬 1190004F1080 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 ノイリラーク錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1190004F1099 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアラリード錠２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.60 H23.4.1局方品

内用薬 1190004F1102 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 ボインリール錠２５ 日新製薬（山形） 後発品 6.00
内用薬 1190004F1129 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアプリム錠２５ メディサ新薬 後発品 7.80
内用薬 1190004F2010 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアプリド塩酸塩錠 後発品 7.20 H23.4.1局方品

H23.11.11一般名
内用薬 1190004F2028 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 グラマリール錠５０ｍｇ アステラス製薬 52.30 H23.4.1局方品

内用薬 1190004F2036 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルジサール錠５０ 日医工ファーマ 後発品 13.00 H24.3.31まで
内用薬 1190004F2060 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアリール錠５０ ダイト 後発品 12.20
内用薬 1190004F2095 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアプリム錠５０ メディサ新薬 後発品 12.20 H23.4.1局方品

内用薬 1190004F2125 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ボインリール錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 9.90 H23.6.24収載

内用薬 1190008F1020 マジンドール ０．５ｍｇ１錠 サノレックス錠０．５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

203.50

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

ティス
1,701.50

内用薬 1190012C1020 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ アリセプト細粒０．５％ エーザイ 404.80

内用薬 1190012C1038 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 局
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 H23.11.28収載

内用薬 1190012C1046 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 局
ドネペジル塩酸塩細粒０．５％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 269.70 H23.11.28収載

内用薬 1190012C1054 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 局
ドネペジル塩酸塩細粒０．５％「日医
工」

日医工 後発品 269.70 H23.11.28収載
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内用薬 1190012F1026 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 アリセプト錠３ｍｇ エーザイ 286.50

内用薬 1190012F1034 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1042 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局
ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1050 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1069 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1077 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1085 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1093 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1107 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1115 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1123 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1131 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局
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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1140 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1158 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1166 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局
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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1174 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局
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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1182 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1190 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1204 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局
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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1212 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1220 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1239 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1247 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1255 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1263 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局
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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F1271 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 190.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2022 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アリセプト錠５ｍｇ エーザイ 427.50

内用薬 1190012F2030 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2049 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2057 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2065 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2073 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2081 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2090 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2103 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2111 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2120 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2138 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2146 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2154 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2162 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2170 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2189 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2197 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2200 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2219 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2227 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 284.80 H23.11.28収載
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内用薬 1190012F2235 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2243 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2251 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2260 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F2278 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 284.80 H23.11.28収載

内用薬 1190012F3029 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠３ｍｇ エーザイ 286.50

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「ＤＳ
Ｐ」

大日本住友製薬 後発品 190.80 H23.11.28収載

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「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 190.80 H23.11.28収載

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「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 190.80 H23.11.28収載

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「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 190.80 H23.11.28収載

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「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 190.80 H23.11.28収載

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「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 190.80 H23.11.28収載

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「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 190.80 H23.11.28収載

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「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 190.80 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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（山形） 後発品 190.80 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 190.80 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F4025 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠５ｍｇ エーザイ 427.50

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「ＤＳ
Ｐ」

大日本住友製薬 後発品 284.80 H23.11.28収載

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「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 284.80 H23.11.28収載

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「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 284.80 H23.11.28収載

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「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 284.80 H23.11.28収載

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「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 284.80 H23.11.28収載

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「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 284.80 H23.11.28収載

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「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 284.80 H23.11.28収載

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「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 284.80 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載
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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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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（山形） 後発品 284.80 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 284.80 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

内用薬 1190012F5021 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アリセプト錠１０ｍｇ エーザイ 764.00

内用薬 1190012F6028 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠１０ｍｇ エーザイ 764.00

内用薬 1190012Q1027 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー３ｍｇ エーザイ 280.30
内用薬 1190012Q2023 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー５ｍｇ エーザイ 427.50
内用薬 1190012Q3020 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー１０ｍｇ エーザイ 764.00
内用薬 1190013S1037 ピラセタム ３３．３％１ｍＬ ミオカーム内服液　３３．３％ ユーシービージャ

パン
30.50

内用薬 1190014F1025 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 セレジスト錠５ 田辺三菱製薬 1,178.90
内用薬 1190014F2021 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 セレジストＯＤ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 1,178.90
内用薬 1190015M1029 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセル レミッチカプセル２．５μｇ 東レ 1,745.10
内用薬 1190016F1024 ラメルテオン ８ｍｇ１錠 ロゼレム錠８ｍｇ 武田薬品工業 82.60 H22.6.11収載

内用薬 1190017M1028 プレガバリン ２５ｍｇ１カプセル リリカカプセル２５ｍｇ ファイザー 100.50 H22.6.11収載

内用薬 1190017M2024 プレガバリン ７５ｍｇ１カプセル リリカカプセル７５ｍｇ ファイザー 167.10 H22.6.11収載

内用薬 1190017M3020 プレガバリン １５０ｍｇ１カプセル リリカカプセル１５０ｍｇ ファイザー 229.00 H22.6.11収載

内用薬 1190018F1023 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマリー錠５ｍｇ 第一三共 133.90 H23.3.11収載

内用薬 1190018F2020 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマリー錠１０ｍｇ 第一三共 239.20 H23.3.11収載

内用薬 1190018F3026 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマリー錠２０ｍｇ 第一三共 427.50 H23.3.11収載

内用薬 1190019F1028 ガランタミン臭化水素酸 ４ｍｇ１錠 レミニール錠４ｍｇ ヤンセンファーマ 119.60 H23.3.11収載

内用薬 1190019F2024 ガランタミン臭化水素酸 ８ｍｇ１錠 レミニール錠８ｍｇ ヤンセンファーマ 213.80 H23.3.11収載

内用薬 1190019F3020 ガランタミン臭化水素酸 １２ｍｇ１錠 レミニール錠１２ｍｇ ヤンセンファーマ 271.00 H23.3.11収載

内用薬 1190019F4027 ガランタミン臭化水素酸 ４ｍｇ１錠 レミニールＯＤ錠４ｍｇ ヤンセンファーマ 119.60 H23.3.11収載

内用薬 1190019F5023 ガランタミン臭化水素酸 ８ｍｇ１錠 レミニールＯＤ錠８ｍｇ ヤンセンファーマ 213.80 H23.3.11収載

内用薬 1190019F6020 ガランタミン臭化水素酸 １２ｍｇ１錠 レミニールＯＤ錠１２ｍｇ ヤンセンファーマ 271.00 H23.3.11収載

内用薬 1190019S1026 ガランタミン臭化水素酸 ０．４％１ｍＬ レミニール内用液４ｍｇ／ｍＬ ヤンセンファーマ 107.30 H23.3.11収載

内用薬 1212001X1014 アミノ安息香酸エチル １ｇ 局 アミノ安息香酸エチル 9.00
内用薬 1212001X1057 アミノ安息香酸エチル １ｇ 局 アミノ安息香酸エチル「ケンエー」 健栄製薬 9.40 H23.3.31まで
内用薬 1212001X1170 アミノ安息香酸エチル １ｇ 局 アミノ安息香酸エチル原末「マルイ

シ」
丸石製薬 9.40

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

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

内用薬 1219003F1043 ピペリジノアセチルアミ
ノ安息香酸エチル

１００ｍｇ１錠 スルカイン錠１００ｍｇ 日本新薬 5.80

内用薬 1219003F1051 ピペリジノアセチルアミ
ノ安息香酸エチル

１００ｍｇ１錠 ニチカイン錠１００ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 1222001F1074 クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠 スラックシン錠 イセイ 後発品 5.40 H22.6.30まで
内用薬 1222001F1104 クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠 スラックシン錠２００ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 1225001F1106 カルバミン酸クロルフェ

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

内用薬 1225001F1114 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

１２５ｍｇ１錠 局 リンラキサー錠１２５ｍｇ 大正製薬 10.90

内用薬 1225001F1122 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

１２５ｍｇ１錠 局 スールキット錠１２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 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 H23.6.24収載

内用薬 1225001F2030 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 カルソント錠「２５０」 辰巳化学 後発品 6.20

内用薬 1225001F2099 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 スールキット錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F2226 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 コリクール錠２５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F2234 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

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

内用薬 1225001F2250 カルバミン酸クロルフェ
ネシン

２５０ｍｇ１錠 局 リンラキサー錠２５０ｍｇ 大正製薬 18.20

内用薬 1225003D1031 メトカルバモール ９０％１ｇ ロバキシン顆粒９０％ あすか製薬 17.70
内用薬 1229002M1036 ダントロレンナトリウム ２５ｍｇ１カプセル ダントリウムカプセル２５ｍｇ アステラス製薬 26.10
内用薬 1229002M2032 ダントロレンナトリウム ５０ｍｇ１カプセル ダントリウムカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 53.80
内用薬 1229003F2100 プリジノールメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ロイマカーン錠 鶴原製薬 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 1229003F2127 プリジノールメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ロキシーン錠４ｍｇ 東菱薬品工業 5.60
内用薬 1231001F1030 塩化アンベノニウム １０ｍｇ１錠 マイテラーゼ錠１０ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
24.00

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

ウム
２５ｍｇ１カプセル アボビスカプセル２５ 富山化学工業 6.00

内用薬 1231010M2027 ナパジシル酸アクラトニ
ウム

５０ｍｇ１カプセル アボビスカプセル５０ 富山化学工業 9.50

内用薬 1231011D1025 オキサピウムヨウ化物 ２％１ｇ エスパレキサン顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.30 H22.6.30まで
内用薬 1231011D1041 オキサピウムヨウ化物 ２％１ｇ エスパレキサン顆粒２％ 大洋薬品工業 後発品 6.30 H24.3.31まで
内用薬 1231011F1034 オキサピウムヨウ化物 １０ｍｇ１錠 エスパレキサン錠１０ 大洋薬品工業 後発品 5.40 H24.3.31まで
内用薬 1231011F1093 オキサピウムヨウ化物 １０ｍｇ１錠 エスペラン錠１０ｍｇ 富山化学工業 5.60
内用薬 1231011F1107 オキサピウムヨウ化物 １０ｍｇ１錠 アリプロイド錠１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.40 H23.3.31まで
内用薬 1231013D1067 臭化チキジウム ２％１ｇ チアトン顆粒２％ アボットジャパン 32.90
内用薬 1231013D1075 臭化チキジウム ２％１ｇ チアメロン顆粒２％ 鶴原製薬 後発品 12.90
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内用薬 1231013M1032 臭化チキジウム ５ｍｇ１カプセル アスポーラカプセル５ 高田製薬 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 1231013M1040 臭化チキジウム ５ｍｇ１カプセル チアトンカプセル５ｍｇ アボットジャパン 9.90
内用薬 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 H22.11.19収載

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 H22.11.19収載

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 H23.6.24収載

内用薬 1231013M2039 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル チワンカプセル１０ 沢井製薬 後発品 7.40
内用薬 1231013M2047 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル アスポーラカプセル１０ 高田製薬 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 1231013M2055 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル アドバストンカプセル１０ 大洋薬品工業 後発品 6.50 H23.3.31まで
内用薬 1231013M2110 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル チアメロンカプセル１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.10
内用薬 1231013M2179 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル チアトンカプセル１０ｍｇ アボットジャパン 16.10
内用薬 1231013M2187 臭化チキジウム １０ｍｇ１カプセル チアパストンカプセル１０ｍｇ 東和薬品 後発品 6.10
内用薬 1231014F1011 ジスチグミン臭化物 ５ｍｇ１錠 局 ジスチグミン臭化物錠 13.00 H23.11.11一般名等

内用薬 1231014F1054 ジスチグミン臭化物 ５ｍｇ１錠 局 ウブレチド錠５ｍｇ 鳥居薬品 22.10
内用薬 1231014F1070 ジスチグミン臭化物 ５ｍｇ１錠 局 ジスチグミン臭化物錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 14.80 H23.3.31まで

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

ノ安息香酸エチル配合剤
２０％１ｇ スルカイン顆粒 日本新薬 9.30 H22.6.30まで

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

２０％１ｇ スルカイン配合顆粒 日本新薬 9.30

内用薬 1239101F1029 臭化メペンゾラート・
フェノバルビタール

１錠 トランコロンＰ錠 アステラス製薬 5.90 H22.6.30まで

内用薬 1239101F1037 臭化メペンゾラート・
フェノバルビタール

１錠 トランコロンＰ配合錠 アステラス製薬 5.90

内用薬 1242002F1055 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 Ｃ、Ｂ、スコポラ錠 陽進堂 後発品 5.40 H23.3.31まで
内用薬 1242002F1225 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブチスコ錠 小林化工 後発品 5.40 H23.3.31まで
内用薬 1242002F1233 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブチブロン錠 日新製薬（山形） 後発品 5.40 H22.6.30まで
内用薬 1242002F1322 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブスコム錠１０ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.40
内用薬 1242002F1330 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブスコパン錠１０ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
7.60

内用薬 1242002F1349 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブスフォリロン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40
内用薬 1242002F1357 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 リラダン錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 1242002F1365 臭化ブチルスコポラミン １０ｍｇ１錠 ブチブロン錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.40
内用薬 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 H22.5.28収載

内用薬 1242003D1032 臭化ブトロピウム ２％１ｇ コリオパン顆粒２％ エーザイ 28.90
内用薬 1242003F2021 臭化ブトロピウム １０ｍｇ１錠 コリオパン錠１０ｍｇ エーザイ 16.80
内用薬 1242003F2030 臭化ブトロピウム １０ｍｇ１錠 ブトロパン錠１０ 大洋薬品工業 後発品 6.10 H23.3.31まで
内用薬 1242003M1040 臭化ブトロピウム ５ｍｇ１カプセル コリオパンカプセル５ｍｇ エーザイ 9.90
内用薬 1242006F1088 メチル硫酸Ｎ－メチルス

コポラミン
１ｍｇ１錠 クインロン錠１ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 1242006F1096 メチル硫酸Ｎ－メチルス
コポラミン

１ｍｇ１錠 ダイピン錠１ｍｇ 第一三共 7.70

内用薬 1242008X1015 アトロピン硫酸塩水和物 １ｇ 局 アトロピン硫酸塩水和物 837.00 H24.3.31まで H23.11.11一般名等

内用薬 1242008X1058 アトロピン硫酸塩水和物 １ｇ 局 硫酸アトロピン「ホエイ」 マイラン製薬 869.40
内用薬 1243001X1010 パパベリン塩酸塩 １ｇ 局 パパベリン塩酸塩 46.90 H23.11.11一般名等

内用薬 1243002B1140 パパベリン塩酸塩 １０％１ｇ １０％塩パパ散「ヨシダ」 吉田製薬 6.30 H23.3.31まで
内用薬 1243002B1166 パパベリン塩酸塩 １０％１ｇ 塩酸パパベリン散１０％「マルイシ」 丸石製薬 6.20

内用薬 1243002B1182 パパベリン塩酸塩 １０％１ｇ 塩酸パパベリン散１０％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 6.20

内用薬 1249003D1041 トルペリゾン塩酸塩 １０％１ｇ ムスカルム顆粒１００ｍｇ／ｇ 日本化薬 15.00
内用薬 1249003F1182 トルペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ベスノリン錠 寿製薬 後発品 5.40 H22.6.30まで
内用薬 1249003F1298 トルペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ムスカルム錠５０ｍｇ 日本化薬 10.30
内用薬 1249003F1301 トルペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ベスノリン錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 5.40

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（山形） 後発品 5.20 H23.11.28収載

内用薬 1249003F2243 トルペリゾン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ニチペリゾン錠１００ 日新製薬（山形） 後発品 5.40
内用薬 1249003F2260 トルペリゾン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ベスノリンＦ錠 寿製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 1249003F2375 トルペリゾン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ムスカルム錠１００ｍｇ 日本化薬 10.70
内用薬 1249003F2383 トルペリゾン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ベスノリン錠１００ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 1249004F1080 塩酸ピペリドレート ５０ｍｇ１錠 ダクチル錠５０ｍｇ キッセイ薬品工業 7.20
内用薬 1249004F1098 塩酸ピペリドレート ５０ｍｇ１錠 ダクチラン錠５０ｍｇ 杏林製薬 後発品 6.80
内用薬 1249005C1037 臭化チメピジウム ６％１ｇ セスデン細粒６％ 田辺三菱製薬 31.90
内用薬 1249005F1050 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 タイピジウム錠 大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 1249005F1076 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 コリリック錠３０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.90
内用薬 1249005F1084 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 ソピタム錠３０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1249005F1092 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 ゼスン錠３０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1249005F1106 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１錠 セスジウム錠３０ｍｇ サンド 後発品 5.90
内用薬 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 H22.5.28収載

内用薬 1249005M1083 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１カプセル セスデンカプセル３０ｍｇ 田辺三菱製薬 15.70
内用薬 1249005M1091 臭化チメピジウム ３０ｍｇ１カプセル ロイセルチンカプセル３０ｍｇ 日医工 後発品 5.80 H23.3.31まで
内用薬 1249006F1011 バクロフェン ５ｍｇ１錠 局 バクロフェン錠 19.90
内用薬 1249006F2018 バクロフェン １０ｍｇ１錠 局 バクロフェン錠 33.20
内用薬 1249007F1032 フロプロピオン ４０ｍｇ１錠 コスパノン錠４０ｍｇ エーザイ 8.00
内用薬 1249007F2020 フロプロピオン ８０ｍｇ１錠 コスパノン錠８０ｍｇ エーザイ 13.00
内用薬 1249007M1023 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 エフタノン イセイ 後発品 6.00 H24.3.31まで
内用薬 1249007M1198 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 バイラップ「カプセル」 ニプロファーマ 後発品 6.00 H23.3.31まで
内用薬 1249007M1252 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 コスパノンカプセル４０ｍｇ エーザイ 9.00
内用薬 1249007M1260 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 フロプロピオンカプセル４０ｍｇ「日

医工」
日医工 後発品 6.00 H23.3.31まで

内用薬 1249008F1100 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 オシアット錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 8.50 H24.3.31まで
内用薬 1249008F1185 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アイロメート錠２０ｍｇ 沢井製薬 後発品 9.30
内用薬 1249008F1193 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アロストーワ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 8.50
内用薬 1249008F1207 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アナポレット錠２０ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 7.60
内用薬 1249008F1215 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アロフト錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 25.80
内用薬 1249008F1223 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アンメトロン錠２０ｍｇ 辰巳化学 後発品 8.50 H23.3.31まで
内用薬 1249008F1231 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アフロゾン錠２０ｍｇ 小林化工 後発品 8.70
内用薬 1249009D1014 エペリゾン塩酸塩 １０％１ｇ エペリゾン塩酸塩１０％顆粒 後発品 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 1249009D1030 エペリゾン塩酸塩 １０％１ｇ ミオナール顆粒１０％ エーザイ 49.70
内用薬 1249009F1023 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アチネス錠５０ あすか製薬 後発品 10.10
内用薬 1249009F1031 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペソ錠５０ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 1249009F1040 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペナルド錠５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1249009F1058 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エボントン錠「５０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1249009F1090 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミオナール錠５０ｍｇ エーザイ 21.20
内用薬 1249009F1287 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリッサー錠５０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 1249009F1295 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 トルミナール錠５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 1249009F1309 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペル錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
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内用薬 1249009F1317 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サンバゾン錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 5.60
内用薬 1249009F1325 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エンボイ錠５０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.60

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

ファーマ
41.70

内用薬 1249010D1050 塩酸チザニジン ０．２％１ｇ チザニン顆粒０．２％ 日医工 後発品 14.20
内用薬 1249010D1076 塩酸チザニジン ０．２％１ｇ ザンピーク顆粒０．２％ 辰巳化学 後発品 12.30 H23.3.31まで
内用薬 1249010F1026 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 テルネリン錠１ｍｇ ノバルティス

ファーマ
18.90

内用薬 1249010F1042 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 エンチニン錠１ メディサ新薬 後発品 7.30
内用薬 1249010F1050 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 ギボンズ錠１ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.70

内用薬 1249010F1069 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 メキタック錠１ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1249010F1077 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 アストネリン錠１ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 1249010F1107 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 チザネリン錠１ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1249010F1115 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 テルザニン錠１ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 1249010F1123 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 モトナリン錠１ｍｇ 日本薬品工業 後発品 7.80
内用薬 1249010F1140 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 チザニン錠１ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 1249010F1158 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 チロルビット錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1249010F1166 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 テトリネン錠１ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1249010F1182 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 テルリラーク錠１ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 1249010F1220 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 セブレチン錠１ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.70
内用薬 1249010F1239 塩酸チザニジン １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 5.60
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 H23.6.24収載

内用薬 1249351B1010 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散 6.90
内用薬 1249351B1052 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 1249351B1095 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散　シオエ シオエ製薬 8.20
内用薬 1249351B1117 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散〈ハチ〉 東洋製薬化成 9.20
内用薬 1249351B1141 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散「ホエイ」 マイラン製薬 7.20
内用薬 1249351B1192 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散「ニッコー」 日興製薬 7.30
内用薬 1249351B1230 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散「ＪＧ」 日本ジェネリック 7.70
内用薬 1319002F1010 ジクロフェナミド ５０ｍｇ１錠 局 ジクロフェナミド錠 34.30
内用薬 1319004F1027 ヘレニエン ５ｍｇ１錠 アダプチノール バイエル薬品 47.70 H22.6.30まで
内用薬 1319004F1035 ヘレニエン ５ｍｇ１錠 アダプチノール錠５ｍｇ バイエル薬品 47.70
内用薬 1329100F1023 ニコチン酸アミド・パパ

ベリン塩酸塩
１錠 ストミンＡ錠 ゾンネボード製薬 5.80 H22.6.30まで

内用薬 1329100F1031 ニコチン酸アミド・パパ
ベリン塩酸塩

１錠 ストミンＡ配合錠 ゾンネボード製薬 5.80

内用薬 1331001F1010 ジメンヒドリナート ５０ｍｇ１錠 局 ジメンヒドリナート錠 11.80
内用薬 1339001N1039 ｄｌ－塩酸イソプロテレ

ノール
７．５ｍｇ１カプセル イソメニールカプセル７．５ｍｇ 科研製薬 12.30

内用薬 1339002D1038 塩酸ジフェニドール １０％１ｇ セファドール顆粒１０％ 日本新薬 43.20
内用薬 1339002F1152 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ジフェニドリン 大洋薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 1339002F1209 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ソブラリン錠 寿製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 1339002F1403 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 サタノロン錠２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1339002F1411 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 8.10

内用薬 1339002F1420 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 シュランダー錠２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1339002F1438 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 セファドール錠２５ｍｇ 日本新薬 14.50
内用薬 1339002F1446 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 トスペラール錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1339002F1454 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ピネロロ錠２５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 1339002F1462 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ

ＹＫ」
大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1339002F1470 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1339002F1489 塩酸ジフェニドール ２５ｍｇ１錠 ソブラリン錠２５ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60
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「Ｊ

Ｇ」
大興製薬 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 1339005F1288 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 バイメニエル６ｍｇ錠 東邦新薬 後発品 5.80
内用薬 1339005F1296 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 メリスロン錠６ｍｇ エーザイ 8.50
内用薬 1339005F1300 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 メタヒスロン錠６ｍｇ 大正薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1339005F1318 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 コンベルミン錠６ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 6.00 H23.3.31まで
内用薬 1339005F1326 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 デアノサート錠６ｍｇ イセイ 後発品 6.00
内用薬 1339005F1334 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 メニエトール錠６ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1339005F1342 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 スズトロン錠６ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.00
内用薬 1339005F1350 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 メニタジン錠６ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00
内用薬 1339005F1369 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 メニエース錠６ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 6.00
内用薬 1339005F1377 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 パパベリアン錠６ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.00
内用薬 1339005F1385 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 ミタポップ錠６ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.00 H23.3.31まで

内用薬 1339005F1393 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 リマーク錠６ｍｇ 日本臓器製薬 後発品 6.00 H24.3.31まで
内用薬 1339005F2098 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 メタヒスロン錠１２ｍｇ 大正薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1339005F2128 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 メリスロン錠１２ｍｇ エーザイ 13.40
内用薬 1339005F2144 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 デアノサート錠１２ｍｇ イセイ 後発品 6.30
内用薬 1339005F2152 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 ミタポップ錠１２ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.30 H23.3.31まで

内用薬 1339100F1020 ジフェンヒドラミン・ジ
プロフィリン

１錠 トラベルミン錠 サンノーバ 6.10 H22.6.30まで

内用薬 1339100F1038 ジフェンヒドラミン・ジ
プロフィリン

１錠 トラベルミン配合錠 サンノーバ 6.10

内用薬 2113001F1015 ジギトキシン ０．０２５ｍｇ１錠 局 ジギトキシン錠 9.50
内用薬 2113001F2011 ジギトキシン ０．１ｍｇ１錠 局 ジギトキシン錠 9.60
内用薬 2113003F1014 ジゴキシン ０．２５ｍｇ１錠 局 ジゴキシン錠 9.60
内用薬 2113003F2010 ジゴキシン ０．１２５ｍｇ１錠 局 ジゴキシン錠 9.60
内用薬 2113004B1033 ジゴキシン ０．１％１ｇ ジゴシン散０．１％ 中外製薬 12.00
内用薬 2113004S1033 ジゴキシン ０．００５％１０ｍＬ ジゴシンエリキシル０．０５ｍｇ／ｍ

Ｌ
中外製薬 17.50

内用薬 2113005F1030 メチルジゴキシン ０．１ｍｇ１錠 ラニラピッド錠０．１ｍｇ 中外製薬 10.50
内用薬 2113005F1048 メチルジゴキシン ０．１ｍｇ１錠 メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 7.00

内用薬 2113005F2028 メチルジゴキシン ０．０５ｍｇ１錠 ラニラピッド錠０．０５ｍｇ 中外製薬 6.00
内用薬 2113005F2036 メチルジゴキシン ０．０５ｍｇ１錠 メチルジゴキシン錠０．０５ｍｇ「タ

イヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2113006F1018 ラナトシドＣ ０．２５ｍｇ１錠 局 ラナトシドＣ錠 9.70
内用薬 2115001X1015 アミノフィリン水和物 １ｇ 局 アミノフィリン水和物 12.90 H23.11.11一般名等
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内用薬 2115002F1057 アミノフィリン水和物 １００ｍｇ１錠 ネオフィリン錠１００ｍｇ サンノーバ 6.10
内用薬 2115003X1014 安息香酸ナトリウムカ

フェイン
１ｇ 局 安息香酸ナトリウムカフェイン 7.20

内用薬 2115003X1049 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 安息香酸ナトリウムカフェイン「ケン
エー」

健栄製薬 7.40

内用薬 2115003X1057 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 安息香酸ナトリウムカフェイン　シオ
エ

シオエ製薬 9.20 H24.3.31まで

内用薬 2115003X1065 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 「純生」アンナカ 純生薬品工業 9.20 H24.3.31まで

内用薬 2115003X1103 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 ※ 安息香酸ナトリウムカフェイン（丸
石）

丸石製薬 8.20 H22.6.30まで

内用薬 2115003X1120 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 ※ 安息香酸ナトリウムカフェイン（山
善）

山善製薬 7.40

内用薬 2115003X1162 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 アンナカ「ヨシダ」 吉田製薬 9.20

内用薬 2115003X1170 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 安息香酸ナトリウムカフェイン原末
「マルイシ」

丸石製薬 8.20

内用薬 2115004X1019 カフェイン水和物 １ｇ 局 カフェイン水和物 8.60 H23.11.11一般名等

内用薬 2115004X1051 カフェイン水和物 １ｇ 局 「純生」カフェイン 小堺製薬 9.20
内用薬 2115004X1078 カフェイン水和物 １ｇ 局 カフェイン「ホエイ」 マイラン製薬 9.20
内用薬 2115004X1140 カフェイン水和物 １ｇ 局 カフェイン水和物「ヨシダ」 吉田製薬 9.20
内用薬 2115004X1159 カフェイン水和物 １ｇ 局 カフェイン水和物原末「マルイシ」 丸石製薬 9.20
内用薬 2115008F1020 プロキシフィリン １００ｍｇ１錠 モノフィリン錠 日医工 5.80 H22.6.30まで
内用薬 2115008F1038 プロキシフィリン １００ｍｇ１錠 モノフィリン錠１００ｍｇ 日医工 5.80
内用薬 2115008X1025 プロキシフィリン １ｇ モノフィリン 日医工 14.60 H22.6.30まで
内用薬 2115008X1033 プロキシフィリン １ｇ モノフィリン原末 日医工 14.60

内用薬 2115009X1011 無水カフェイン １ｇ 局 無水カフェイン 9.20
内用薬 2119001F1019 エチレフリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 エチレフリン塩酸塩錠 9.10 H23.11.11一般名等

内用薬 2119001F1418 エチレフリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 エホチール錠５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

9.20

内用薬 2119001F2015 エチレフリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 エチレフリン塩酸塩錠 9.70 H23.11.11一般名等

内用薬 2119002G1035 ｄｌ－塩酸イソプロテレ
ノール

１５ｍｇ１錠 プロタノールＳ錠１５ｍｇ 興和 26.50

内用薬 2119003C1062 ユビデカレノン １％１ｇ デカレノン細粒 東邦新薬 後発品 6.20
内用薬 2119003D1130 ユビデカレノン １％１ｇ トリデミン顆粒１％ イセイ 後発品 6.20
内用薬 2119003D1149 ユビデカレノン １％１ｇ ノイキノン顆粒１％ エーザイ 21.40
内用薬 2119003D1157 ユビデカレノン １％１ｇ イノキテン顆粒１％ 日本薬品工業 後発品 9.30 H23.3.31まで
内用薬 2119003D1165 ユビデカレノン １％１ｇ ユベ・Ｑ顆粒１％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2119003F1093 ユビデカレノン ５ｍｇ１錠 ノイキノン錠５ｍｇ エーザイ 14.70
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 H22.11.19収載

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 H23.6.24収載

内用薬 2119003F2030 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 アデリール錠１０ ナガセ医薬品 後発品 5.60
内用薬 2119003F2189 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 コロキノン錠１０ｍｇ マイラン製薬 後発品 6.00
内用薬 2119003F2197 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 サンキノン錠１０ 三恵薬品 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2119003F2260 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ソラネキノン錠１０ 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2119003F2332 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ノイキノン錠１０ｍｇ エーザイ 19.90

内用薬 2119003F2340 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ノイキノン糖衣錠１０ｍｇ エーザイ 19.90
内用薬 2119003F2510 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ヨウビキノン錠１０ 陽進堂 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2119003F2529 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ラコビール錠 寿製薬 後発品 6.00 H22.6.30まで
内用薬 2119003F2561 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 トリデミン錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2119003F2570 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 カイトロン錠１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2119003F2588 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 イノキテン錠１０ｍｇ 日本薬品工業 後発品 6.00 H23.3.31まで
内用薬 2119003F2596 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2119003F2600 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユベ・Ｑ錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2119003F2618 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 カルビキノン錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 6.00
内用薬 2119003F2626 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ラコビール錠１０ｍｇ 寿製薬 後発品 6.00
内用薬 2119003M1203 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ノイキノンカプセル５ｍｇ エーザイ 14.70
内用薬 2119003M1211 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル イノキテンカプセル５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.70 H23.3.31まで
内用薬 2119003M1220 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユベ・Ｑカプセル５ｍｇ 鶴原製薬 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 H22.11.19収載

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 H23.6.24収載

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 H23.6.24収載

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 H23.6.24収載

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 H23.11.28収載

内用薬 2119003M2218 ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル ユベキノンカプセル１０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 6.00
内用薬 2119003M2226 ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル デカソフトカプセル１０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.20

内用薬 2119004C1032 デノパミン ５％１ｇ カルグート細粒５％ 田辺三菱製薬 294.20
内用薬 2119004F1020 デノパミン ５ｍｇ１錠 カルグート錠５ 田辺三菱製薬 39.20
内用薬 2119004F1039 デノパミン ５ｍｇ１錠 デノパミール錠５ 日医工ファーマ 後発品 22.80
内用薬 2119004F1047 デノパミン ５ｍｇ１錠 ヘルパミン錠５ 日医工 後発品 18.90
内用薬 2119004F2027 デノパミン １０ｍｇ１錠 カルグート錠１０ 田辺三菱製薬 67.60
内用薬 2119004F2035 デノパミン １０ｍｇ１錠 デノパミール錠１０ 日医工ファーマ 後発品 37.00
内用薬 2119004F2043 デノパミン １０ｍｇ１錠 ヘルパミン錠１０ 日医工 後発品 31.40
内用薬 2119006F1020 ピモベンダン １．２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 後発品 76.80
内用薬 2119006F2026 ピモベンダン ２．５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠２．５ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 後発品 135.70
内用薬 2119006M1029 ピモベンダン １．２５ｍｇ１カプセ

ル
アカルディカプセル１．２５ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
102.10

内用薬 2119006M2025 ピモベンダン ２．５ｍｇ１カプセル アカルディカプセル２．５ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

179.90

内用薬 2119007D1031 ドカルパミン ７５％１ｇ タナドーパ顆粒７５％ 田辺三菱製薬 491.20
内用薬 2121001F1017 プロカインアミド塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 プロカインアミド塩酸塩錠 10.40 H23.11.11一般名等

内用薬 2121001F2013 プロカインアミド塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 プロカインアミド塩酸塩錠 15.20 H23.11.11一般名等

内用薬 2122001X1010 キニジン硫酸塩水和物 １ｇ 局 キニジン硫酸塩水和物 155.10 H23.11.11一般名等

内用薬 2122002F1060 キニジン硫酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 硫酸キニジン錠１００ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 12.40

内用薬 2123001M1029 塩酸アセブトロール １００ｍｇ１カプセル アセタノールカプセル１００ サノフィ・アベン
ティス

17.30

内用薬 2123001M2025 塩酸アセブトロール ２００ｍｇ１カプセル アセタノールカプセル２００ サノフィ・アベン
ティス

30.90

内用薬 2123002M1023 塩酸アルプレノロール ２５ｍｇ１カプセル アテネノール 鶴原製薬 後発品 6.00 H23.3.31まで
内用薬 2123002M1082 塩酸アルプレノロール ２５ｍｇ１カプセル スカジロールカプセル 寿製薬 後発品 10.10 H22.6.30まで
内用薬 2123002M1112 塩酸アルプレノロール ２５ｍｇ１カプセル スカジロールカプセル２５ｍｇ 寿製薬 後発品 10.10
内用薬 2123002M2062 塩酸アルプレノロール ５０ｍｇ１カプセル スカジロール５０カプセル 寿製薬 後発品 16.20 H22.6.30まで
内用薬 2123002M2097 塩酸アルプレノロール ５０ｍｇ１カプセル スカジロールカプセル５０ｍｇ 寿製薬 後発品 16.20
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内用薬 2123004F1066 オクスプレノロール塩酸
塩

２０ｍｇ１錠 カテハット錠「２０」 辰巳化学 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 2123004F1074 オクスプレノロール塩酸
塩

２０ｍｇ１錠 スネリング錠２０ イセイ 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 2123004F1147 オクスプレノロール塩酸
塩

２０ｍｇ１錠 トラサコール錠２０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

24.10

内用薬 2123004F2011 オクスプレノロール塩酸
塩

４０ｍｇ１錠 オクスプレノロール塩酸塩４０ｍｇ錠 後発品 5.60 H24.3.31まで H23.11.11一般名等

内用薬 2123004F2127 オクスプレノロール塩酸
塩

４０ｍｇ１錠 トラサコール錠４０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

41.20

内用薬 2123005C1030 カルテオロール塩酸塩 ０．２％１ｇ 小児用ミケラン細粒０．２％ 大塚製薬 16.80
内用薬 2123005C2036 カルテオロール塩酸塩 １％１ｇ ミケラン細粒１％ 大塚製薬 39.60
内用薬 2123005F1087 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 チスタロール錠 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2123005F1133 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタメノール錠５ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2123005F1141 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ミケラン錠５ｍｇ 大塚製薬 20.20
内用薬 2123005F1192 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 チオグール錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2123005F1206 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテロール錠５ｍｇ メディサ新薬 後発品 6.00
内用薬 2123005F1214 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルノノン錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2123005F1222 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メルカトア錠５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2123005F1230 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 2123005F1249 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 チスタロール錠５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2123006F1030 塩酸ブフェトロール ５ｍｇ１錠 アドビオール錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 17.40
内用薬 2123008F1021 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アイデイトロール１０ 鶴原製薬 後発品 6.30 H22.6.30まで
内用薬 2123008F1048 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 インデラル錠１０ｍｇ アストラゼネカ 16.00
内用薬 2123008F1218 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 メントリース錠１０ ニプロジェネファ 後発品 6.30
内用薬 2123008F1234 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ヘルツベース錠１０ｍｇ 日医工 後発品 6.30
内用薬 2123008F1242 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ソラシロール錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 2123008F1250 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アイデイトロール錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.30
内用薬 2123008F2010 プロプラノロール塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロプラノロール塩酸塩錠 後発品 6.30 H23.11.11一般名等

内用薬 2123008F2044 プロプラノロール塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 インデラル錠２０ｍｇ アストラゼネカ 30.70
内用薬 2123009F1123 ピンドロール １ｍｇ１錠 ピンドロール錠１ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2123009F3096 ピンドロール ５ｍｇ１錠 カルビスケン錠５ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
19.10

内用薬 2123009F3142 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ケイビスケン錠 三恵薬品 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2123009F3240 ピンドロール ５ｍｇ１錠 バルサミジン錠５ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2123009F3541 ピンドロール ５ｍｇ１錠 レットリット錠 寿製薬 後発品 5.70 H22.6.30まで
内用薬 2123009F3550 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60
内用薬 2123009F3568 ピンドロール ５ｍｇ１錠 イスハート錠５ｍｇ 高田製薬 後発品 6.00
内用薬 2123009F3576 ピンドロール ５ｍｇ１錠 オスノン錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2123009F3584 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2123009F3592 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「テイコク」 日医工ファーマ 後発品 5.70 H23.3.31まで
内用薬 2123009F3606 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2123009F3614 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピチオロール錠５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2123009F3622 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ビリンガル錠５ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2123009F3630 ピンドロール ５ｍｇ１錠 レットリット錠５ｍｇ 寿製薬 後発品 5.70
内用薬 2123011F1015 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール２５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2123011F1155 アテノロール ２５ｍｇ１錠 テノーミン錠２５ アストラゼネカ 61.20
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 H22.5.28収載

内用薬 2123011F2011 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール５０ｍｇ錠 後発品 6.80
内用薬 2123011F2194 アテノロール ５０ｍｇ１錠 セーブテンス錠５０ｍｇ ファイザー 後発品 28.70
内用薬 2123011F2291 アテノロール ５０ｍｇ１錠 ミロベクト錠５０ 日医工ファーマ 後発品 28.70
内用薬 2123011F2437 アテノロール ５０ｍｇ１錠 テノーミン錠５０ アストラゼネカ 103.30
内用薬 2123011R1020 アテノロール １０％１ｇ アテノロールドライシロップ１０％

「ＥＭＥＣ」
サンノーバ 後発品 60.50

内用薬 2123014F1027 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アルマール錠５ 大日本住友製薬 33.30
内用薬 2123014F1035 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 セオノマール錠５ 長生堂製薬 後発品 8.60
内用薬 2123014F1043 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アセメール錠５ メディサ新薬 後発品 9.40 H23.6.24収載

内用薬 2123014F1051 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノイル錠５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 7.90 H23.6.24収載

内用薬 2123014F1060 アロチノロール塩酸塩 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 H23.6.24収載

内用薬 2123014F1078 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノン錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 7.90 H23.6.24収載

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 H23.11.28収載

内用薬 2123014F2023 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アルマール錠１０ 大日本住友製薬 53.50
内用薬 2123014F2031 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アストニール錠１０ 大洋薬品工業 後発品 14.10
内用薬 2123014F2040 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アセメール錠１０ メディサ新薬 後発品 14.10
内用薬 2123014F2058 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アナシロール錠１０ 日本ジェネリック 後発品 11.80
内用薬 2123014F2074 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノイル錠１０ 大正薬品工業 後発品 11.80 H22.6.30まで
内用薬 2123014F2120 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 セオノマール錠１０ 長生堂製薬 後発品 12.90
内用薬 2123014F2155 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 塩酸アロチノロール錠１０ｍｇ「ＫＯ

ＢＡ」
日医工 後発品 14.10 H24.3.31まで

内用薬 2123014F2163 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 11.80
内用薬 2123014F2180 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノイル錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 11.80
内用薬 2123014F2198 アロチノロール塩酸塩 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 H23.6.24収載

内用薬 2123015F1013 ナドロール ３０ｍｇ１錠 ナドロール３０ｍｇ錠 後発品 10.10
内用薬 2123015F1021 ナドロール ３０ｍｇ１錠 ナディック錠３０ｍｇ 大日本住友製薬 62.40
内用薬 2123015F2028 ナドロール ６０ｍｇ１錠 ナディック錠６０ｍｇ 大日本住友製薬 101.80
内用薬 2123016F1018 ビソプロロールフマル酸

塩
２．５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠 後発品 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 2123016F1026 ビソプロロールフマル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 メインテート錠２．５ 田辺三菱製薬 80.70

内用薬 2123016F1042 ビソプロロールフマル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 メイントーワ錠２．５ 東和薬品 後発品 34.80

内用薬 2123016F1050 ビソプロロールフマル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 ウェルビー錠２．５ｍｇ サンド 後発品 17.10

内用薬 2123016F1069 ビソプロロールフマル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 メインハーツ錠２．５ 日医工 後発品 20.90

内用薬 2123016F2014 ビソプロロールフマル酸
塩

５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠 後発品 16.20 H23.11.11一般名等

内用薬 2123016F2022 ビソプロロールフマル酸
塩

５ｍｇ１錠 局 メインテート錠５ 田辺三菱製薬 140.60

内用薬 2123016F2065 ビソプロロールフマル酸
塩

５ｍｇ１錠 局 メイントーワ錠５ 東和薬品 後発品 65.10

内用薬 2123016F2103 ビソプロロールフマル酸
塩

５ｍｇ１錠 局 ウェルビー錠５ｍｇ サンド 後発品 28.40

内用薬 2123016F2111 ビソプロロールフマル酸
塩

５ｍｇ１錠 局 メインハーツ錠５ 日医工 後発品 28.40
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内用薬 2123016F3029 ビソプロロールフマル酸
塩

０．６２５ｍｇ１錠 局 メインテート錠０．６２５ 田辺三菱製薬 26.60 H23.5.20収載

内用薬 2129001F1015 アジマリン ５０ｍｇ１錠 局 アジマリン錠 9.60 H24.3.31まで
内用薬 2129002M1027 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ノルペース５０ｍｇ ファイザー 後発品 17.30 H22.6.30まで
内用薬 2129002M1051 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル チヨバンカプセル５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 7.90

内用薬 2129002M1060 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル リスモダンカプセル５０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

35.30

内用薬 2129002M1078 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ファンミルカプセル５０ｍｇ 東和薬品 後発品 7.90
内用薬 2129002M1086 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル リスピンカプセル５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 17.30
内用薬 2129002M1094 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ノルペースカプセル５０ｍｇ ファイザー 後発品 17.30
内用薬 2129002M1108 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「Ｎ

Ｐ」
ニプロファーマ 後発品 10.70

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 H23.6.24収載

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 H23.11.28収載

内用薬 2129002M2015 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミド１００ｍｇカプセル 後発品 9.40
内用薬 2129002M2066 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ノルペース１００ｍｇ ファイザー 後発品 25.00 H22.6.30まで
内用薬 2129002M2139 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル リスモダンカプセル１００ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
57.10

内用薬 2129002M2147 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル リスピンカプセル１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 25.00
内用薬 2129002M2171 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ソピラートカプセル１００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 11.70
内用薬 2129002M2201 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル リゾラミドカプセル１００ｍｇ シー・エイチ・

オー新薬
後発品 11.70 H23.3.31まで

内用薬 2129002M2210 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ノルペースカプセル１００ｍｇ ファイザー 後発品 25.00
内用薬 2129003F1022 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 メキシレート錠５０ アイロム製薬 後発品 18.50
内用薬 2129003F1030 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 トイ錠５０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.20

内用薬 2129003F2029 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メキシレート錠１００ アイロム製薬 後発品 33.80
内用薬 2129003F2037 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 トイ錠１００ キョーリンリメ

ディオ
後発品 8.70

内用薬 2129003M1013 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩５０ｍｇカプセル 後発品 6.20 H23.11.11一般名等

内用薬 2129003M1021 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシチールカプセル５０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

34.00

内用薬 2129003M1056 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシバールカプセル５０ 日医工 後発品 7.00
内用薬 2129003M1064 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキラチンカプセル５０ 大原薬品工業 後発品 8.20 H23.3.31まで
内用薬 2129003M1099 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メルデストカプセル５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 7.20
内用薬 2129003M1110 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メレートカプセル５０ メディサ新薬 後発品 8.20
内用薬 2129003M1129 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル モバレーンカプセル５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 7.20
内用薬 2129003M2010 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩１００ｍｇカプセ

ル
後発品 9.30 H23.11.11一般名等

内用薬 2129003M2028 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシチールカプセル１００ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

56.20

内用薬 2129003M2079 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシバールカプセル１００ 日医工 後発品 14.50
内用薬 2129003M2117 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メルデストカプセル１００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 11.80
内用薬 2129003M2133 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メレートカプセル１００ メディサ新薬 後発品 16.00
内用薬 2129004M1026 塩酸アプリンジン １０ｍｇ１カプセル 局 アスペノンカプセル１０ バイエル薬品 54.70 H23.4.1局方品

内用薬 2129004M1042 塩酸アプリンジン １０ｍｇ１カプセル 局 アプリトーンカプセル１０ ニプロファーマ 後発品 24.00 H23.4.1局方品

内用薬 2129004M2022 塩酸アプリンジン ２０ｍｇ１カプセル 局 アスペノンカプセル２０ バイエル薬品 90.20 H23.4.1局方品

内用薬 2129004M2049 塩酸アプリンジン ２０ｍｇ１カプセル 局 アプリトーンカプセル２０ ニプロファーマ 後発品 38.10 H23.4.1局方品

内用薬 2129005F1013 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 リン酸ジソピラミド１５０ｍｇ徐放錠 後発品 16.30
内用薬 2129005F1056 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ノルペースＣＲ錠 ファイザー 後発品 54.30 H22.6.30まで
内用薬 2129005F1129 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
89.60

内用薬 2129005F1137 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 リスピンＲ錠１５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 24.40
内用薬 2129005F1153 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍ

ｇ「日医工」
ダイト 後発品 24.40

内用薬 2129005F1161 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ファンミルＲ錠１５０ｍｇ 東和薬品 後発品 18.50
内用薬 2129005F1196 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ノルペースＣＲ錠１５０ｍｇ ファイザー 後発品 54.30
内用薬 2129006F1026 塩酸プロパフェノン １５０ｍｇ１錠 局 プロノン錠１５０ｍｇ トーアエイヨー 85.80 H23.4.1局方品

内用薬 2129006F1034 塩酸プロパフェノン １５０ｍｇ１錠 局 ソビラール錠１５０ 大原薬品工業 後発品 25.50 H23.4.1局方品

内用薬 2129006F2022 塩酸プロパフェノン １００ｍｇ１錠 局 プロノン錠１００ｍｇ トーアエイヨー 66.30 H23.4.1局方品

内用薬 2129006F2049 塩酸プロパフェノン １００ｍｇ１錠 局 ソビラール錠１００ 大原薬品工業 後発品 19.70 H22.11.19収載
H23.4.1局方品

内用薬 2129007F1020 コハク酸シベンゾリン ５０ｍｇ１錠 局 シベノール錠５０ｍｇ アステラス製薬 40.30
内用薬 2129007F1039 コハク酸シベンゾリン ５０ｍｇ１錠 局 シノベジール錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 26.40
内用薬 2129007F1047 コハク酸シベンゾリン ５０ｍｇ１錠 局 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 26.40

内用薬 2129007F1055 コハク酸シベンゾリン ５０ｍｇ１錠 局 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ
「タナベ」

田辺三菱製薬 後発品 26.40

内用薬 2129007F2027 コハク酸シベンゾリン １００ｍｇ１錠 局 シベノール錠１００ｍｇ アステラス製薬 66.10
内用薬 2129007F2035 コハク酸シベンゾリン １００ｍｇ１錠 局 シノベジール錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 43.60
内用薬 2129007F2043 コハク酸シベンゾリン １００ｍｇ１錠 局 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 41.70

内用薬 2129007F2051 コハク酸シベンゾリン １００ｍｇ１錠 局 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ
「タナベ」

田辺三菱製薬 後発品 47.30

内用薬 2129008F1025 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１錠 ピルジカイニド塩酸塩錠２５ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 32.70

内用薬 2129008F2021 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１錠 ピルジカイニド塩酸塩錠５０ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 51.30

内用薬 2129008M1024 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル サンリズムカプセル２５ｍｇ 第一三共 54.50
内用薬 2129008M1040 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル リズムコートカプセル２５ｍｇ 東和薬品 後発品 30.50
内用薬 2129008M1059 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル アリスリズムカプセル２５ 沢井製薬 後発品 33.00
内用薬 2129008M1067 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル 塩酸ピルジカイニドカプセル２５ｍｇ

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 37.60

内用薬 2129008M1075 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル タツピルジンカプセル２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 26.40
内用薬 2129008M1083 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル ピルジニックカプセル２５ 日医工 後発品 30.50
内用薬 2129008M1091 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル リズムサットカプセル２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 28.20
内用薬 2129008M1105 塩酸ピルジカイニド ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍ

ｇ「タナベ」
田辺三菱製薬 後発品 28.20

内用薬 2129008M2020 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル サンリズムカプセル５０ｍｇ 第一三共 92.10
内用薬 2129008M2055 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル リズムコートカプセル５０ｍｇ 東和薬品 後発品 55.60
内用薬 2129008M2063 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル アリスリズムカプセル５０ 沢井製薬 後発品 59.50
内用薬 2129008M2071 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル 塩酸ピルジカイニドカプセル５０ｍｇ

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 59.50

内用薬 2129008M2080 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル タツピルジンカプセル５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 45.50
内用薬 2129008M2098 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル ピルジニックカプセル５０ 日医工 後発品 52.40
内用薬 2129008M2101 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル リズムサットカプセル５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 42.10
内用薬 2129008M2110 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍ

ｇ「タナベ」
田辺三菱製薬 後発品 45.50
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内用薬 2129009F1020 酢酸フレカイニド ５０ｍｇ１錠 タンボコール錠５０ｍｇ エーザイ 88.10
内用薬 2129009F2026 酢酸フレカイニド １００ｍｇ１錠 タンボコール錠１００ｍｇ エーザイ 149.20
内用薬 2129010F1022 塩酸アミオダロン １００ｍｇ１錠 局 アンカロン錠１００ サノフィ・アベン

ティス
407.70 H23.4.1局方品

内用薬 2129010F1030 塩酸アミオダロン １００ｍｇ１錠 局 アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

メディサ新薬 後発品 261.20 H23.4.1局方品

内用薬 2129010F1049 塩酸アミオダロン １００ｍｇ１錠 局 アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 206.90 H23.4.1局方品

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 H22.5.28収載

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 H22.5.28収載

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 H22.5.28収載

内用薬 2129011F1035 塩酸ベプリジル ５０ｍｇ１錠 ベプリコール錠５０ｍｇ ＭＳＤ 80.50
内用薬 2129011F2031 塩酸ベプリジル １００ｍｇ１錠 ベプリコール錠１００ｍｇ ＭＳＤ 149.10
内用薬 2129012M1020 塩酸ピルメノール ５０ｍｇ１カプセル ピメノールカプセル５０ｍｇ ファイザー 89.80
内用薬 2129012M2027 塩酸ピルメノール １００ｍｇ１カプセル ピメノールカプセル１００ｍｇ ファイザー 150.30
内用薬 2129013F1026 塩酸ソタロール ４０ｍｇ１錠 ソタコール錠４０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
155.90

内用薬 2129013F2022 塩酸ソタロール ８０ｍｇ１錠 ソタコール錠８０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

291.90

内用薬 2132003F1257 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 フルイトラン錠２ｍｇ 塩野義製薬 9.60
内用薬 2132003F1311 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 アニスタジン錠２ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 6.00
内用薬 2132003F1320 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「Ｙ

Ｄ」
陽進堂 後発品 6.00

内用薬 2132003F1338 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリスメン錠２ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.00
内用薬 2132003F1346 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 ウルソトラン錠２ｍｇ イセイ 後発品 6.00
内用薬 2132003F1354 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 クバクロン錠２ｍｇ シオノケミカル 後発品 6.00
内用薬 2132003F1362 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 6.00

内用薬 2132003F1370 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 フルトリア錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 2132003F1389 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.00

内用薬 2132003F1397 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 クロポリジン錠２ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.00
内用薬 2132003F1400 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「Ｎ

Ｐ」
ニプロファーマ 後発品 6.10

内用薬 2132003F3020 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 6.10

内用薬 2132003F3039 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 局 フルイトラン錠１ｍｇ 塩野義製薬 9.60
内用薬 2132004F1090 ヒドロクロロチアジド ２５ｍｇ１錠 ニュートライド錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2132006F1048 ベンチルヒドロクロロチ

アジド
４ｍｇ１錠 ベハイド錠４ｍｇ 杏林製薬 5.40

内用薬 2133001C1011 スピロノラクトン １０％１ｇ スピロノラクトン１０％細粒 後発品 17.00
内用薬 2133001C1097 スピロノラクトン １０％１ｇ アルダクトンＡ細粒１０％ ファイザー 99.00
内用薬 2133001F1085 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 アルマトール錠 長生堂製薬 後発品 16.00 H22.6.30まで
内用薬 2133001F1166 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピラクトン錠「三恵」 三恵薬品 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2133001F1395 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ヨウラクトン錠２５ 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2133001F1409 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ラクデーン 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2133001F1450 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 マカシーＡ錠２５ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 2133001F1468 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 アレキサン錠２５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2133001F1476 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2133001F1484 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ノイダブル錠２５ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.60

内用薬 2133001F1492 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ピロラクトン錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2133001F1506 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ラッカルミン錠２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2133001F1514 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 アポラスノン錠２５ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2133001F1522 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ファイザー 23.40
内用薬 2133001F1530 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 メルラクトン錠２５ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2133001F1549 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ウルソニン錠２５ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2133001F1557 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 アルマトール錠２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 16.00 H23.8.31まで
内用薬 2133001F1565 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピラクトン錠２５ｍｇ「三恵」 三恵薬品 後発品 5.60
内用薬 2133001F1573 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ラクデーン錠２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
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 H22.11.19収載

内用薬 2133001F2014 スピロノラクトン ５０ｍｇ１錠 スピロノラクトン５０ｍｇ錠 後発品 6.30
内用薬 2133001F2057 スピロノラクトン ５０ｍｇ１錠 アルダクトンＡ錠５０ｍｇ ファイザー 48.90
内用薬 2133002D1020 トリアムテレン ３３．３３％１ｇ ジウテレン顆粒 寿製薬 22.60 H24.3.31まで
内用薬 2133002F1055 トリアムテレン ３０ｍｇ１錠 ジウテレン錠 寿製薬 6.10 H22.6.30まで
内用薬 2133002F1080 トリアムテレン ３０ｍｇ１錠 トリアムテレン錠「イセイ」 イセイ 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2133002F1179 トリアムテレン ３０ｍｇ１錠 ジウテレン錠３０ｍｇ 寿製薬 6.10
内用薬 2133002F1187 トリアムテレン ３０ｍｇ１錠 トリアムテレン錠３０ｍｇ「イセイ」 イセイ 5.60
内用薬 2133002M1062 トリアムテレン ５０ｍｇ１カプセル トリテレン・カプセル５０ｍｇ 京都薬品工業 11.00
内用薬 2134001X1010 アセタゾラミド １ｇ 局 アセタゾラミド 123.70
内用薬 2134002F1109 アセタゾラミド ２５０ｍｇ１錠 ダイアモックス錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 28.70
内用薬 2135001F1101 メフルシド ２５ｍｇ１錠 局 メブリード錠２５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 6.00 H23.3.31まで
内用薬 2135001F1110 メフルシド ２５ｍｇ１錠 局 エスカロン錠２５ｍｇ 日医工 後発品 6.00
内用薬 2135001F1128 メフルシド ２５ｍｇ１錠 局 バイカロン錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 11.10
内用薬 2139001Q1020 イソソルビド ７０％２０ｇ１個 メニレット７０％ゼリー２０ｇ 三和化学研究所 後発品 122.80
内用薬 2139001Q2027 イソソルビド ７０％３０ｇ１個 メニレット７０％ゼリー３０ｇ 三和化学研究所 後発品 185.20
内用薬 2139001S1028 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソバイド 興和 5.90 H24.3.31まで
内用薬 2139001S1044 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソソルビドシロップ７０％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.90

内用薬 2139001S1052 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソソルビド内用液７０％「あすか」 あすか製薬 後発品 5.90

内用薬 2139001S1060 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソバイドシロップ７０％ 興和 5.90 H23.6.24収載

内用薬 2139001S2024 イソソルビド ７０％３０ｍＬ１包 イソソルビド内用液７０％分包３０ｍ
Ｌ「あすか」

あすか製薬 後発品 182.00

内用薬 2139001S2032 イソソルビド ７０％３０ｍＬ１包 イソバイドシロップ７０％分包３０ｍ
Ｌ

興和 185.20 H23.6.24収載

内用薬 2139001S3020 イソソルビド ７０％２０ｍＬ１包 イソバイドシロップ７０％分包２０ｍ
Ｌ

興和 122.80 H23.6.24収載

内用薬 2139001S4027 イソソルビド ７０％２３ｍＬ１包 イソバイドシロップ７０％分包２３ｍ
Ｌ

興和 141.50 H23.6.24収載

内用薬 2139004F1040 ブメタニド １ｍｇ１錠 ルネトロン錠１ｍｇ 第一三共 25.50
内用薬 2139005C1048 フロセミド ４％１ｇ フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エー

ザイ
後発品 6.70

内用薬 2139005C1064 フロセミド ４％１ｇ ラシックス細粒４％ サノフィ・アベン
ティス

17.70
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内用薬 2139005F1044 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 6.00
内用薬 2139005F1052 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 ラシックス錠２０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
9.60

内用薬 2139005F1060 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 6.00
内用薬 2139005F1079 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 6.00
内用薬 2139005F2130 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フォリロント 鶴原製薬 後発品 6.30 H23.3.31まで
内用薬 2139005F2342 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 ラシックス錠４０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
16.10

内用薬 2139005F2350 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 タビロン錠４０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 6.30 H23.3.31まで
内用薬 2139005F2369 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2139005F2377 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2139005F2385 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 6.30
内用薬 2139005F2393 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ミタ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.30 H24.3.31まで

内用薬 2139005F2407 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 2139005F2415 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 6.30
内用薬 2139005F2423 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 マオリード錠４０ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 6.30 H24.3.31まで
内用薬 2139005F2431 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 6.30 H23.11.28収載

内用薬 2139005F3020 フロセミド １０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 6.00
内用薬 2139005F3039 フロセミド １０ｍｇ１錠 局 ラシックス錠１０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
9.10 H23.6.24収載

内用薬 2139005N1022 フロセミド ４０ｍｇ１カプセル オイテンシン サノフィ・アベン
ティス

18.60 H22.6.30まで

内用薬 2139005N1057 フロセミド ４０ｍｇ１カプセル オイテンシンカプセル４０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

18.60

内用薬 2139007F1027 ピレタニド ３ｍｇ１錠 アレリックス３ｍｇ錠 サンド 14.10
内用薬 2139007F2023 ピレタニド ６ｍｇ１錠 アレリックス６ｍｇ錠 サンド 23.40
内用薬 2139008F1030 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 ダイタリック錠６０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 21.10
内用薬 2139008F1048 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 アゾセリック錠６０ｍｇ シー・エイチ・

オー新薬
後発品 24.70

内用薬 2139008F1056 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 ダイアート錠６０ｍｇ 三和化学研究所 38.00
内用薬 2139008F2028 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 ダイアート錠３０ｍｇ 三和化学研究所 24.90
内用薬 2139009F1026 トラセミド ４ｍｇ１錠 ルプラック錠４ｍｇ 田辺三菱製薬 27.90
内用薬 2139009F2022 トラセミド ８ｍｇ１錠 ルプラック錠８ｍｇ 田辺三菱製薬 43.70

内用薬 2139010F1029 塩酸モザバプタン ３０ｍｇ１錠 フィズリン錠３０ｍｇ 大塚製薬 8,734.40
内用薬 2139011F1023 トルバプタン １５ｍｇ１錠 サムスカ錠１５ｍｇ 大塚製薬 2,525.70 H22.12.10収載

内用薬 2142003C1036 ブドララジン １０％１ｇ ブテラジン細粒１０％ 第一三共 38.10
内用薬 2142003F1024 ブドララジン ３０ｍｇ１錠 ブテラジン錠３０ｍｇ 第一三共 17.10
内用薬 2142003F2020 ブドララジン ６０ｍｇ１錠 ブテラジン錠６０ｍｇ 第一三共 28.20
内用薬 2142004B2015 ヒドララジン塩酸塩 １０％１ｇ 局 ヒドララジン塩酸塩散 9.20 H23.11.11一般名等

内用薬 2142004B2040 ヒドララジン塩酸塩 １０％１ｇ 局 １０％アプレゾリン散「チバ」 ノバルティス
ファーマ

14.00

内用薬 2142004F1010 ヒドララジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ヒドララジン塩酸塩錠 9.20 H23.11.11一般名等

内用薬 2142004F2017 ヒドララジン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 ヒドララジン塩酸塩錠 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 2142004F3013 ヒドララジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ヒドララジン塩酸塩錠 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 2143006B2011 レセルピン ０．１％１ｇ 局 レセルピン散０．１％ 8.90
内用薬 2143006F1017 レセルピン ０．１ｍｇ１錠 局 レセルピン錠 9.60
内用薬 2143006F2013 レセルピン ０．２５ｍｇ１錠 局 レセルピン錠 9.60
内用薬 2144001C1015 カプトプリル ５％１ｇ カプトプリル５％細粒 後発品 16.80
内用薬 2144001C1074 カプトプリル ５％１ｇ カプトリル細粒５％ 第一三共エスファ 113.70
内用薬 2144001F1020 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトリル錠１２．５ｍｇ 第一三共エスファ 22.50
内用薬 2144001F1038 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 アポプリール錠１２．５ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2144001F1054 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カトナプロン錠１２．５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2144001F1062 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カトプロン錠１２．５ ニプロファーマ 後発品 5.70
内用薬 2144001F1070 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプシール錠１２．５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2144001F1119 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトルナ錠１２．５ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2144001F1178 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 ダウプリル錠１２．５ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 2144001F1224 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 5.70
内用薬 2144001F1240 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2144001F2018 カプトプリル ２５ｍｇ１錠 カプトプリル２５ｍｇ錠 後発品 6.40
内用薬 2144001F2026 カプトプリル ２５ｍｇ１錠 カプトリル錠２５ｍｇ 第一三共エスファ 43.40
内用薬 2144001N1040 カプトプリル １８．７５ｍｇ１カプ

セル
カプトプリルＲカプセル１８．７５
「ＳＷ」

沢井製薬 後発品 16.50

内用薬 2144001N1059 カプトプリル １８．７５ｍｇ１カプ
セル

カプトリル－Ｒカプセル１８．７５ｍ
ｇ

第一三共エスファ 36.70

内用薬 2144002C1028 エナラプリルマレイン酸
塩

１％１ｇ エナラート細粒１％ 共和薬品工業 後発品 104.60

内用薬 2144002F1016 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠 後発品 8.50 H23.11.11一般名等

内用薬 2144002F1024 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 レニベース錠２．５ ＭＳＤ 41.10

内用薬 2144002F1059 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナリン錠２．５ ダイト 後発品 11.90 H22.6.30まで

内用薬 2144002F1067 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 セリース錠２．５ｍｇ サンド 後発品 19.00

内用薬 2144002F1083 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 レニベーゼ錠２．５ 日医工 後発品 11.90

内用薬 2144002F1091 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 レニメック錠２．５ 沢井製薬 後発品 11.90

内用薬 2144002F1105 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 レノペント錠２．５ メディサ新薬 後発品 9.60

内用薬 2144002F1121 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 カルネート錠２．５ｍｇ 東和薬品 後発品 20.90

内用薬 2144002F1130 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 ラリルドン錠２．５ｍｇ 大原薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2144002F1148 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠２．５「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 19.00

内用薬 2144002F1172 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 19.00

内用薬 2144002F1180 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナリン錠２．５ｍｇ ダイト 後発品 11.90

内用薬 2144002F1199 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリル錠２．５ＭＥＥＫ 小林化工 後発品 21.20 H22.5.28収載

内用薬 2144002F1202 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 レビンベース錠２．５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 18.00 H22.11.19収載

内用薬 2144002F1237 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラート錠２．５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.50 H23.6.24収載

内用薬 2144002F2012 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠 後発品 12.20 H23.11.11一般名等

内用薬 2144002F2020 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 レニベース錠５ ＭＳＤ 76.70



30 / 135 ページ

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 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
経過措置によ
る使用期限

備考品名

内用薬 2144002F2063 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリル錠５ＭＥＥＫ 小林化工 後発品 24.80

内用薬 2144002F2098 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナリン錠５ ダイト 後発品 15.90 H22.6.30まで

内用薬 2144002F2136 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 セリース錠５ｍｇ サンド 後発品 22.20

内用薬 2144002F2195 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 レニメック錠５ 沢井製薬 後発品 15.90

内用薬 2144002F2217 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 レビンベース錠５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 33.40

内用薬 2144002F2233 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠５「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 22.20

内用薬 2144002F2250 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 カルネート錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 38.70

内用薬 2144002F2276 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 20.10

内用薬 2144002F2284 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナリン錠５ｍｇ ダイト 後発品 15.90

内用薬 2144002F3019 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠 後発品 14.50 H23.11.11一般名等

内用薬 2144002F3027 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 レニベース錠１０ ＭＳＤ 155.10

内用薬 2144002F3051 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 レニベーゼ錠１０ 日医工 後発品 39.50

内用薬 2144002F3060 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 カルネート錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 45.00

内用薬 2144002F3108 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠１０「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 25.50

内用薬 2144002F3116 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 ザクール錠１０ ジェイドルフ製薬 後発品 19.20 H24.3.31まで

内用薬 2144002F3124 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 レニメック錠１０ 沢井製薬 後発品 22.70

内用薬 2144002F3140 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラート錠１０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 17.50 H22.5.28収載

内用薬 2144002F3159 エナラプリルマレイン酸
塩

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 H22.5.28収載

内用薬 2144002F3167 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナリン錠１０ｍｇ ダイト 後発品 21.20 H22.11.19収載

内用薬 2144002F3175 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 セリース錠１０ｍｇ サンド 後発品 25.90 H22.11.19収載

内用薬 2144002F3183 エナラプリルマレイン酸
塩

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 H22.11.19収載

内用薬 2144002F3191 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 レビンベース錠１０ｍｇ 日本薬品工業 後発品 61.80 H22.11.19収載

内用薬 2144002F3213
エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリル錠１０ＭＥＥＫ 小林化工 後発品 29.00 H23.11.28収載

内用薬 2144002F3221
エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局
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 H23.11.28収載

内用薬 2144003F1029 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 セタプリル錠１２．５ｍｇ 大日本住友製薬 22.60
内用薬 2144003F1037 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 アラセプル錠１２．５ｍｇ 日医工 後発品 7.10
内用薬 2144003F1045 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 セプリノック錠１２．５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 8.20
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 H22.5.28収載

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 H23.6.24収載

内用薬 2144003F1088 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局
アラセプリル錠１２．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 8.70 H23.11.28収載

内用薬 2144003F2017 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠 後発品 7.50
内用薬 2144003F2025 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セタプリル錠２５ｍｇ 大日本住友製薬 35.10
内用薬 2144003F2041 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アセミパール錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 9.40 H24.3.31まで
内用薬 2144003F2068 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アラセプル錠２５ｍｇ 日医工 後発品 8.00
内用薬 2144003F2130 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セナプリド錠２５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 9.60
内用薬 2144003F2149 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セプリノック錠２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 8.90
内用薬 2144003F2157 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セボチール錠２５ メディサ新薬 後発品 9.40

内用薬 2144003F2211 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 9.40 H23.11.28収載

内用薬 2144003F3021 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 セタプリル錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 62.60
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 H22.5.28収載

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 H22.5.28収載

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 H23.6.24収載

内用薬 2144003F3064 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 10.20 H23.11.28収載

内用薬 2144003F3072 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 セプリノック錠５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 9.70 H23.11.28収載

内用薬 2144004F1023 塩酸デラプリル ７．５ｍｇ１錠 アデカット７．５ｍｇ錠 武田薬品工業 22.50
内用薬 2144004F2020 塩酸デラプリル １５ｍｇ１錠 アデカット１５ｍｇ錠 武田薬品工業 37.80
内用薬 2144004F3026 塩酸デラプリル ３０ｍｇ１錠 アデカット３０ｍｇ錠 武田薬品工業 65.30
内用薬 2144005F1028 シラザプリル ０．２５ｍｇ１錠 局 インヒベース錠０．２５ 中外製薬 24.00
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 H22.5.28収載

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 H22.5.28収載

内用薬 2144005F2024 シラザプリル ０．５ｍｇ１錠 局 インヒベース錠０．５ 中外製薬 39.50
内用薬 2144005F2032 シラザプリル ０．５ｍｇ１錠 局 シラザベース錠０．５ｍｇ 東和薬品 後発品 24.90
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 H23.6.24収載

内用薬 2144005F3020 シラザプリル １ｍｇ１錠 局 インヒベース錠１ 中外製薬 60.10
内用薬 2144005F3039 シラザプリル １ｍｇ１錠 局 インヒロック錠１ メディサ新薬 後発品 39.10
内用薬 2144005F3047 シラザプリル １ｍｇ１錠 局 シラザベース錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 31.50
内用薬 2144006F1022 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 ゼストリル錠５ アストラゼネカ 36.90
内用薬 2144006F1030 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 ロンゲス錠５ｍｇ 塩野義製薬 42.70

内用薬 2144006F1049 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 アスラーン錠５ｍｇ 大原薬品工業 後発品 12.20

内用薬 2144006F1057 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.80
内用薬 2144006F1065 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 ロコプール錠５ 沢井製薬 後発品 19.20
内用薬 2144006F1073 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 ロンゲリール錠５ｍｇ 日医工 後発品 13.70
内用薬 2144006F1081 リシノプリル水和物 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 H23.6.24収載

内用薬 2144006F1090 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 9.20 H23.11.28収載

内用薬 2144006F2010 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠 後発品 11.60

内用薬 2144006F2029 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 ゼストリル錠１０ アストラゼネカ 59.20
内用薬 2144006F2037 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 ロンゲス錠１０ｍｇ 塩野義製薬 73.50
内用薬 2144006F2045 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 アスラーン錠１０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 15.30
内用薬 2144006F2070 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 ロコプール錠１０ 沢井製薬 後発品 24.30
内用薬 2144006F2088 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 ロンゲリール錠１０ 日医工 後発品 17.10
内用薬 2144006F2118 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 18.90
内用薬 2144006F2126 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 24.30
内用薬 2144006F3025 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 ゼストリル錠２０ アストラゼネカ 132.90
内用薬 2144006F3033 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 ロンゲス錠２０ｍｇ 塩野義製薬 145.80
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内用薬 2144006F3041 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 24.70
内用薬 2144006F3050 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 ロコプール錠２０ 沢井製薬 後発品 30.00
内用薬 2144006F3068 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 ロンゲリール錠２０ｍｇ 日医工 後発品 21.60
内用薬 2144006F3076 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 アスラーン錠２０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 19.20 H23.6.24収載

内用薬 2144006F3084 リシノプリル水和物 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 H23.6.24収載

内用薬 2144006F3092 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 14.50 H23.11.28収載

内用薬 2144007F1027 ベナゼプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 チバセン錠２．５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

44.40

内用薬 2144007F1035 ベナゼプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 タツジピン錠２．５ｍｇ 辰巳化学 後発品 12.70

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 H23.11.28収載

内用薬 2144007F2023 ベナゼプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 チバセン錠５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

61.50

内用薬 2144007F2031 ベナゼプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベナゼップ錠５ 沢井製薬 後発品 31.00
内用薬 2144007F2040 ベナゼプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 タツジピン錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 20.20
内用薬 2144007F3020 ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 チバセン錠１０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
132.40

内用薬 2144007F3038 ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 タツジピン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 46.60
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 H23.11.28収載

内用薬 2144008F1021 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 タナトリル錠２．５ 田辺三菱製薬 41.70
内用薬 2144008F1048 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｅ

Ｐ」
エッセンシャル
ファーマ

後発品 25.90 H23.3.31まで

内用薬 2144008F1056 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 24.30 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F1064 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 20.00 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F1072 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 23.20 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F1080 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 24.30 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F1099 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 24.30 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F1102 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｐ
Ｈ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 24.30 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F1110 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 23.20

内用薬 2144008F1129 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ガ
レン」

日医工ファーマ 後発品 20.00 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F1137 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ケ
ミファ」

メディサ新薬 後発品 25.90 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F1145 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 24.30 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F1153 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 24.30 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F1161 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 23.20 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F1170 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 23.20 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F1188 塩酸イミダプリル ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 25.90 H22.9.17収載
H23.4.1局方品

内用薬 2144008F2028 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 タナトリル錠５ 田辺三菱製薬 69.20
内用薬 2144008F2044 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＰ」 エッセンシャル

ファーマ
後発品 52.60 H23.3.31まで

内用薬 2144008F2052 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 46.40 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F2060 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 38.00 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F2079 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 46.40

内用薬 2144008F2087 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 42.50 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F2095 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 46.40 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F2109 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 40.40 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F2117 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 40.40

内用薬 2144008F2125 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ガレ
ン」

日医工ファーマ 後発品 40.40 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F2133 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

メディサ新薬 後発品 47.50 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F2141 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 47.50 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F2150 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 46.40 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F2168 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 46.40 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F2176 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 44.00 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F2184 塩酸イミダプリル ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 52.60 H22.9.17収載
H23.4.1局方品

内用薬 2144008F3024 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 タナトリル錠１０ 田辺三菱製薬 143.20
内用薬 2144008F3040 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｅ

Ｐ」
エッセンシャル
ファーマ

後発品 107.90 H23.3.31まで

内用薬 2144008F3059 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 97.00 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F3067 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 71.20 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F3075 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 97.00 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F3083 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 83.80 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F3091 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 92.90 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F3105 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｐ
Ｈ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 107.90 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F3113 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 71.20

内用薬 2144008F3121 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ガレ
ン」

日医工ファーマ 後発品 71.20 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F3130 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

メディサ新薬 後発品 92.90 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F3148 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 97.00 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F3156 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 97.00 H23.4.1局方品
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内用薬 2144008F3164 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 97.00 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F3172 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 86.50 H23.4.1局方品

内用薬 2144008F3180 塩酸イミダプリル １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 107.90 H22.9.17収載
H23.4.1局方品

内用薬 2144009F1026 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 エースコール錠１ｍｇ 第一三共 43.50

内用薬 2144009F1034 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディクス 後発品 22.20

内用薬 2144009F1042 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 29.50
内用薬 2144009F1050 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 22.20
内用薬 2144009F1069 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 27.60
内用薬 2144009F1077 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 22.20
内用薬 2144009F1085 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 27.60

内用薬 2144009F1093 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 27.60

内用薬 2144009F1107 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 27.60

内用薬 2144009F1115 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 22.20

内用薬 2144009F1123 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 29.50

内用薬 2144009F1131 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「タカ
タ」

ダイト 後発品 22.20

内用薬 2144009F1140 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 27.60

内用薬 2144009F1158 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 22.20

内用薬 2144009F1166 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＫＴ
Ｂ」

寿製薬 後発品 25.80

内用薬 2144009F1174 塩酸テモカプリル １ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 25.80

内用薬 2144009F2022 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 エースコール錠２ｍｇ 第一三共 77.80
内用薬 2144009F2030 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＢＭ

Ｄ」
ビオメディクス 後発品 50.70

内用薬 2144009F2049 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 58.70

内用薬 2144009F2057 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 50.70
内用薬 2144009F2065 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 54.90
内用薬 2144009F2073 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 58.70
内用薬 2144009F2081 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 47.30

内用薬 2144009F2090 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 50.70
内用薬 2144009F2103 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 53.10

内用薬 2144009F2111 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 47.30

内用薬 2144009F2120 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 54.90

内用薬 2144009F2138 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「タカ
タ」

ダイト 後発品 50.70

内用薬 2144009F2146 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 54.90

内用薬 2144009F2154 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 47.30

内用薬 2144009F2162 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＫＴ
Ｂ」

寿製薬 後発品 53.10

内用薬 2144009F2170 塩酸テモカプリル ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 53.10

内用薬 2144009F3029 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 エースコール錠４ｍｇ 第一三共 158.00
内用薬 2144009F3037 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＢＭ

Ｄ」
ビオメディクス 後発品 93.00

内用薬 2144009F3045 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 113.50

内用薬 2144009F3053 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 113.50

内用薬 2144009F3061 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 93.00

内用薬 2144009F3070 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 113.50

内用薬 2144009F3088 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 93.00

内用薬 2144009F3096 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 104.80

内用薬 2144009F3100 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 113.50

内用薬 2144009F3118 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 93.00

内用薬 2144009F3126 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 104.80

内用薬 2144009F3134 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「タカ
タ」

ダイト 後発品 93.00

内用薬 2144009F3142 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 113.50

内用薬 2144009F3150 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 104.80

内用薬 2144009F3169 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＫＴ
Ｂ」

寿製薬 後発品 104.80

内用薬 2144009F3177 塩酸テモカプリル ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 104.80

内用薬 2144010F1029 塩酸キナプリル ５ｍｇ１錠 コナン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 36.60
内用薬 2144010F2025 塩酸キナプリル １０ｍｇ１錠 コナン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 57.30
内用薬 2144010F3021 塩酸キナプリル ２０ｍｇ１錠 コナン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 117.00
内用薬 2144011F1023 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 オドリック錠０．５ｍｇ 日本新薬 39.80
内用薬 2144011F1031 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 プレラン０．５ｍｇ錠 サノフィ・アベン

ティス
39.80

内用薬 2144011F1040 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「ＯＨ
ＡＲＡ」

大原薬品工業 後発品 16.60

内用薬 2144011F1058 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トラントーワ錠０．５ｍｇ 東和薬品 後発品 27.60
内用薬 2144011F1066 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 プレドリック錠０．５ メディサ新薬 後発品 27.60
内用薬 2144011F2020 トランドラプリル １ｍｇ１錠 オドリック錠１ｍｇ 日本新薬 71.90
内用薬 2144011F2038 トランドラプリル １ｍｇ１錠 プレラン１ｍｇ錠 サノフィ・アベン

ティス
71.90



33 / 135 ページ

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 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
経過措置によ
る使用期限

備考品名

内用薬 2144011F2046 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「ＯＨＡＲ
Ａ」

大原薬品工業 後発品 22.40

内用薬 2144011F2054 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トラントーワ錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 36.40
内用薬 2144011F2062 トランドラプリル １ｍｇ１錠 プレドリック錠１ メディサ新薬 後発品 36.40
内用薬 2144012F1028 ペリンドプリルエルブミ ２ｍｇ１錠 コバシル錠２ｍｇ 協和発酵キリン 79.40
内用薬 2144012F1036 ペリンドプリルエルブミ ２ｍｇ１錠 コバスロー錠２ｍｇ メディサ新薬 後発品 46.80
内用薬 2144012F1052 ペリンドプリルエルブミ ２ｍｇ１錠 ペリンシール錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 46.80
内用薬 2144012F1079 ペリンドプリルエルブミ ２ｍｇ１錠 ペリンドプリル錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 46.80
内用薬 2144012F2024 ペリンドプリルエルブミ ４ｍｇ１錠 コバシル錠４ｍｇ 協和発酵キリン 144.50
内用薬 2144012F2032 ペリンドプリルエルブミ ４ｍｇ１錠 コバスロー錠４ｍｇ メディサ新薬 後発品 83.00
内用薬 2144012F2059 ペリンドプリルエルブミ ４ｍｇ１錠 ペリンシール錠４ｍｇ 東和薬品 後発品 83.00
内用薬 2144012F2075 ペリンドプリルエルブミ ４ｍｇ１錠 ペリンドプリル錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 78.70
内用薬 2145001F1019 メチルドパ １２５ｍｇ１錠 局 メチルドパ錠 9.60
内用薬 2145001F2015 メチルドパ ２５０ｍｇ１錠 局 メチルドパ錠 9.60
内用薬 2145001F3011 メチルドパ ５００ｍｇ１錠 局 メチルドパ錠 14.90
内用薬 2149001F1034 塩酸クロニジン ０．０７５ｍｇ１錠 カタプレス錠７５μｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
6.10

内用薬 2149001F2065 塩酸クロニジン ０．１５ｍｇ１錠 カタプレス錠１５０μｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

10.00

内用薬 2149002F1063 塩酸プラゾシン ０．５ｍｇ１錠 ダウナット錠０．５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.40
内用薬 2149002F1128 塩酸プラゾシン ０．５ｍｇ１錠 ミニプレス錠０．５ｍｇ ファイザー 8.10
内用薬 2149002F2027 塩酸プラゾシン １ｍｇ１錠 イセプレス錠 イセイ 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 2149002F2094 塩酸プラゾシン １ｍｇ１錠 ダウナット錠１ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2149002F2159 塩酸プラゾシン １ｍｇ１錠 ミニプレス錠１ｍｇ ファイザー 14.50
内用薬 2149003F1173 メチクラン １５０ｍｇ１錠 アレステン錠１５０ｍｇ 日本新薬 19.70
内用薬 2149003F1181 メチクラン １５０ｍｇ１錠 メチクラン錠１５０「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 7.00 H23.3.31まで
内用薬 2149007F1023 トリパミド １５ｍｇ１錠 ノルモナール錠１５ｍｇ エーザイ 16.80
内用薬 2149009F1030 塩酸ラベタロール ５０ｍｇ１錠 局 トランデート錠５０ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
18.60

内用薬 2149009F1049 塩酸ラベタロール ５０ｍｇ１錠 局 アスクール錠５０ 東和薬品 後発品 6.10
内用薬 2149009F1073 塩酸ラベタロール ５０ｍｇ１錠 局 レスポリート錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.10
内用薬 2149009F2037 塩酸ラベタロール １００ｍｇ１錠 局 トランデート錠１００ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
34.70

内用薬 2149009F2045 塩酸ラベタロール １００ｍｇ１錠 局 アスクール錠１００ 東和薬品 後発品 9.60
内用薬 2149009F2061 塩酸ラベタロール １００ｍｇ１錠 局 レスポリート錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 11.00
内用薬 2149010F1025 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 セロケン錠２０ｍｇ アストラゼネカ 16.70
内用薬 2149010F1033 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ロプレソール錠２０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
16.70

内用薬 2149010F1050 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 シプセロン錠２０ 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 2149010F1084 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 メトプリック錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2149010F1092 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 メルコモン錠２０ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.30
内用薬 2149010F1114 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 セレクナート錠２０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 6.30
内用薬 2149010F1122 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 メデピン錠２０ 沢井製薬 後発品 7.30

内用薬 2149010F1130 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ゼグミューラー錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.30 H23.11.28収載

内用薬 2149010F2048 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 セロケン錠４０ｍｇ アストラゼネカ 28.00
内用薬 2149010F2064 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 メデピン錠４０ 沢井製薬 後発品 7.40
内用薬 2149010F2072 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ロプレソール錠４０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
28.00

内用薬 2149010F2110 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 シプセロン錠４０ 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 2149010F2153 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 メトプリック錠４０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2149010F2170 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 セレクナート錠４０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 6.30
内用薬 2149010F2200 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ゼグミューラー錠４０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 2149010F2218 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局
メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 6.30 H23.11.28収載

内用薬 2149010G1047 メトプロロール酒石酸塩 １２０ｍｇ１錠 セロケンＬ錠１２０ｍｇ アストラゼネカ 131.40
内用薬 2149010G1055 メトプロロール酒石酸塩 １２０ｍｇ１錠 ロプレソールＳＲ錠１２０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
133.70

内用薬 2149011N1024 ピンドロール ５ｍｇ１カプセル ブロクリン－Ｌカプセル５ｍｇ 高田製薬 後発品 29.60
内用薬 2149011N2020 ピンドロール １５ｍｇ１カプセル ブロクリン－Ｌカプセル１５ｍｇ 高田製薬 後発品 71.80
内用薬 2149012F1024 インダパミド １ｍｇ１錠 局 テナキシル錠１ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
13.00 H23.4.1局方品

内用薬 2149012F1059 インダパミド １ｍｇ１錠 局 ナトリックス錠１ 京都薬品工業 12.70
内用薬 2149012F2020 インダパミド ２ｍｇ１錠 局 ナトリックス錠２ 京都薬品工業 24.00
内用薬 2149012F2039 インダパミド ２ｍｇ１錠 局 テナキシル錠２ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
25.50 H23.4.1局方品

内用薬 2149014M1049 プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル インデラルＬＡカプセル６０ｍｇ アストラゼネカ 95.70
内用薬 2149014M1057 プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル サワタールＬＡカプセル６０ｍｇ 沢井製薬 後発品 40.00
内用薬 2149015C1021 塩酸ブナゾシン ０．５％１ｇ デタントール細粒０．５％ エーザイ 126.10 H23.3.31まで
内用薬 2149015F1028 塩酸ブナゾシン ０．５ｍｇ１錠 デタントール錠０．５ｍｇ エーザイ 14.50
内用薬 2149015F2024 塩酸ブナゾシン １ｍｇ１錠 デタントール錠１ｍｇ エーザイ 26.00
内用薬 2149015F3020 塩酸ブナゾシン ３ｍｇ１錠 デタントール錠３ｍｇ エーザイ 78.50 H23.3.31まで
内用薬 2149015G1023 塩酸ブナゾシン ３ｍｇ１錠 デタントールＲ錠３ｍｇ エーザイ 50.60
内用薬 2149015G2020 塩酸ブナゾシン ６ｍｇ１錠 デタントールＲ錠６ｍｇ エーザイ 96.50
内用薬 2149016F1022 硫酸ペンブトロール １０ｍｇ１錠 ベータプレシン１０ｍｇ錠 サノフィ・アベン

ティス
30.20 H23.3.31まで

内用薬 2149016F2029 硫酸ペンブトロール ２０ｍｇ１錠 ベータプレシン２０ｍｇ錠 サノフィ・アベン
ティス

50.10 H23.3.31まで

内用薬 2149017F1035 酢酸グアナベンズ ２ｍｇ１錠 ワイテンス錠２ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

16.90

内用薬 2149018F1021 塩酸アモスラロール １０ｍｇ１錠 局 ローガン錠１０ｍｇ アステラス製薬 28.70
内用薬 2149018F2028 塩酸アモスラロール ２０ｍｇ１錠 局 ローガン錠２０ｍｇ アステラス製薬 54.00 H24.3.31まで
内用薬 2149019B1016 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ニカルジピン塩酸塩１０％散 後発品 19.00 H23.11.11一般名等

内用薬 2149019B1032 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ニコデール散１０％ バイエル薬品 97.60
内用薬 2149019B1059 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ペルジピン散１０％ アステラス製薬 103.30
内用薬 2149019B1075 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ サリペックス散１０％ 日医工 後発品 27.70
内用薬 2149019F1034 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ツルセピン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2149019F1042 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニコデール錠１０ バイエル薬品 10.90
内用薬 2149019F1050 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニスタジール錠１０ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2149019F1069 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ペルジピン錠１０ｍｇ アステラス製薬 12.50
内用薬 2149019F1077 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 サリペックス錠１０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2149019F1085 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルピン錠１０ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2149019F1093 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 コポネント錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60 H23.6.24収載

内用薬 2149019F1107 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.60 H23.6.24収載

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 H23.11.28収載

内用薬 2149019F2081 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ツルセピン錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2149019F2111 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルピン錠２０ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2149019F2138 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニコデール錠２０ バイエル薬品 17.40
内用薬 2149019F2146 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニスタジール錠２０ 東和薬品 後発品 5.60
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内用薬 2149019F2162 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プレアルピン錠「２０」 辰巳化学 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 2149019F2170 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ペルジピン錠２０ｍｇ アステラス製薬 21.20
内用薬 2149019F2197 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ラジストミン錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 2149019F2200 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 コポネント錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2149019F2219 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 サリペックス錠２０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2149019F2227 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジレート錠２０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 6.30
内用薬 2149019F2235 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 イセジピール錠２０ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2149019F2243 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 5.60 H23.6.24収載

内用薬 2149019G1021 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ラジストミンＬ錠２０ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 2149019G1030 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカジルスＬ錠２０ シオノケミカル 後発品 6.30
内用薬 2149019G2028 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ラジストミンＬ錠４０ 大洋薬品工業 後発品 6.90 H24.3.31まで
内用薬 2149019G2036 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ニカジルスＬ錠４０ シオノケミカル 後発品 9.50
内用薬 2149019N1020 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ニコデールＬＡ２０ バイエル薬品 17.50 H22.6.30まで
内用薬 2149019N1144 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル アポジピンＬカプセル２０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.70
内用薬 2149019N1160 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ アステラス製薬 18.90
内用薬 2149019N1179 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル サリペックスＬＡカプセル２０ｍｇ 日医工 後発品 5.70
内用薬 2149019N1187 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ニコデールＬＡカプセル２０ｍｇ バイエル薬品 17.50
内用薬 2149019N2027 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ニコデールＬＡ４０ バイエル薬品 31.20 H22.6.30まで
内用薬 2149019N2159 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル アポジピンＬカプセル４０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 7.50
内用薬 2149019N2175 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ アステラス製薬 34.50
内用薬 2149019N2183 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル サリペックスＬＡカプセル４０ｍｇ 日医工 後発品 7.50
内用薬 2149019N2191 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ニコデールＬＡカプセル４０ｍｇ バイエル薬品 31.20
内用薬 2149020N1031 ウラピジル １５ｍｇ１カプセル エブランチルカプセル１５ｍｇ 科研製薬 19.40
内用薬 2149020N2038 ウラピジル ３０ｍｇ１カプセル エブランチルカプセル３０ｍｇ 科研製薬 35.00
内用薬 2149021F1031 ニプラジロール ３ｍｇ１錠 ハイパジールコーワ錠３ 興和 41.00
内用薬 2149021F2020 ニプラジロール ６ｍｇ１錠 ハイパジールコーワ錠６ 興和 75.00
内用薬 2149022F1028 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニバジール錠２ｍｇ アステラス製薬 18.60
内用薬 2149022F1036 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニルジラート錠２ メディサ新薬 後発品 10.30
内用薬 2149022F1044 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ナフトジール錠２ 大洋薬品工業 後発品 9.60
内用薬 2149022F1052 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 トーワジール錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 9.60
内用薬 2149022F1060 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 9.60
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 H23.6.24収載

内用薬 2149022F2024 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニバジール錠４ｍｇ アステラス製薬 34.70
内用薬 2149022F2032 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニバディップ錠４ 日医工 後発品 17.50
内用薬 2149022F2040 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニルジラート錠４ メディサ新薬 後発品 18.40
内用薬 2149022F2059 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ナフトジール錠４ 大洋薬品工業 後発品 15.40
内用薬 2149022F2075 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 トーワジール錠４ｍｇ 東和薬品 後発品 18.40
内用薬 2149022F2083 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 15.40
内用薬 2149023F1022 塩酸テラゾシン ０．２５ｍｇ１錠 ハイトラシン錠０．２５ｍｇ アボットジャパン 12.30
内用薬 2149023F1030 塩酸テラゾシン ０．２５ｍｇ１錠 バソメット錠０．２５ｍｇ 田辺三菱製薬 12.30
内用薬 2149023F2029 塩酸テラゾシン ０．５ｍｇ１錠 ハイトラシン錠０．５ｍｇ アボットジャパン 20.70
内用薬 2149023F2037 塩酸テラゾシン ０．５ｍｇ１錠 バソメット錠０．５ｍｇ 田辺三菱製薬 20.70
内用薬 2149023F3025 塩酸テラゾシン １ｍｇ１錠 ハイトラシン錠１ｍｇ アボットジャパン 37.20
内用薬 2149023F3033 塩酸テラゾシン １ｍｇ１錠 バソメット錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 37.20
内用薬 2149023F4021 塩酸テラゾシン ２ｍｇ１錠 ハイトラシン錠２ｍｇ アボットジャパン 75.70
内用薬 2149023F4030 塩酸テラゾシン ２ｍｇ１錠 バソメット錠２ｍｇ 田辺三菱製薬 75.70
内用薬 2149025N1034 カルテオロール塩酸塩 １５ｍｇ１カプセル ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ 大塚製薬 78.40
内用薬 2149026F1026 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 カルデナリン錠０．５ｍｇ ファイザー 21.80

内用薬 2149026F1034 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 カルバドゲン錠０．５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 12.00
内用薬 2149026F1042 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 タツゾシン錠０．５ｍｇ 辰巳化学 後発品 9.10
内用薬 2149026F1050 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 9.40

内用薬 2149026F1069 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠０．５「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 11.00

内用薬 2149026F1077 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 カズマリン錠０．５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 10.00 H23.6.24収載

内用薬 2149026F1085 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 カルメゾシン錠０．５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 8.40 H23.6.24収載

内用薬 2149026F1093 ドキサゾシンメシル酸塩 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 H23.6.24収載

内用薬 2149026F1107 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 アルフロシン錠０．５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品     6.40 H23.11.28収載

内用薬 2149026F1115 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 カルドナン錠０．５ｍｇ メディサ新薬 後発品 14.60 H23.11.28収載

内用薬 2149026F1123 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局
ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 後発品 9.20 H23.11.28収載

内用薬 2149026F1131 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.10 H23.11.28収載

内用薬 2149026F1140 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 10.00 H23.11.28収載

内用薬 2149026F1158 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾン錠０．５ｍｇ 日医工 後発品 9.60 H23.11.28収載

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 H23.11.28収載

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

Ｋ」
小林化工 後発品 18.20

内用薬 2149026F2138 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠ＹＤ１ｍｇ 陽進堂 後発品 13.80 H22.6.30まで
内用薬 2149026F2146 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 カルドナン錠１ｍｇ メディサ新薬 後発品 26.20
内用薬 2149026F2162 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシンＭ錠１「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 18.20
内用薬 2149026F2170 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 11.10
内用薬 2149026F2189 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.80
内用薬 2149026F2197 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.10 H23.6.24収載

内用薬 2149026F3029 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 カルデナリン錠２ｍｇ ファイザー 64.60
内用薬 2149026F3037 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 アルフロシン錠２ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 19.20
内用薬 2149026F3045 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 カズマリン錠２ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 30.20
内用薬 2149026F3053 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 カデメシン錠２ｍｇ 沢井製薬 後発品 30.20
内用薬 2149026F3061 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 カルバドゲン錠２ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 23.80
内用薬 2149026F3070 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 カルメゾシン錠２ｍｇ 長生堂製薬 後発品 22.60
内用薬 2149026F3088 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 タツゾシン錠２ｍｇ 辰巳化学 後発品 16.50
内用薬 2149026F3096 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾン錠２ｍｇ 日医工 後発品 31.70
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