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内用薬 2149026F3100 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドナシン錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 36.60
内用薬 2149026F3126 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠２「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 38.30

内用薬 2149026F3134 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠ＹＤ２ｍｇ 陽進堂 後発品 26.80 H22.6.30まで
内用薬 2149026F3142 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 カルドナン錠２ｍｇ メディサ新薬 後発品 47.00
内用薬 2149026F3169 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンＭ錠２「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 36.60
内用薬 2149026F3177 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 19.20
内用薬 2149026F3185 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 26.80
内用薬 2149026F3193 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 16.50 H23.6.24収載

内用薬 2149026F4025 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 カルデナリン錠４ｍｇ ファイザー 122.90
内用薬 2149026F4033 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 カルバドゲン錠４ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 63.80
内用薬 2149026F4041 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 タツゾシン錠４ｍｇ 辰巳化学 後発品 34.10
内用薬 2149026F4050 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 39.30
内用薬 2149026F4068 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 メシル酸ドキサゾシン錠４「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 85.40

内用薬 2149026F4076 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 カズマリン錠４ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 52.40 H23.6.24収載

内用薬 2149026F4084 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 カルメゾシン錠４ｍｇ 長生堂製薬 後発品 37.00 H23.6.24収載

内用薬 2149026F4092 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 34.10 H23.6.24収載

内用薬 2149026F4106 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 アルフロシン錠４ｍｇ ニプロジェネファ 後発品    33.20 H23.11.28収載

内用薬 2149026F4114 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 カルドナン錠４ｍｇ メディサ新薬 後発品 84.30 H23.11.28収載

内用薬 2149026F4122 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 73.20 H23.11.28収載

内用薬 2149026F4130 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 52.00 H23.11.28収載

内用薬 2149026F4149 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 52.40 H23.11.28収載

内用薬 2149026F4157 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾン錠４ｍｇ 日医工 後発品 57.80 H23.11.28収載

内用薬 2149026F4165 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドナシン錠４ｍｇ 東和薬品 後発品 73.20 H23.11.28収載

内用薬 2149027F1020 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 カルスロット錠５ 武田薬品工業 24.90
内用薬 2149027F1039 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニカロット錠５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 9.60
内用薬 2149027F1047 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 塩酸マニジピン錠５「タツミ」 辰巳化学 後発品 9.60
内用薬 2149027F1055 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 カオルトーン錠５ 日新製薬（山形） 後発品 9.90
内用薬 2149027F1063 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 カルバジン錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 12.90
内用薬 2149027F1071 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 ジムロスト錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 11.10
内用薬 2149027F1080 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 ビロスビット錠５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 11.40 H23.8.31まで
内用薬 2149027F1098 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニジップ錠５ｍｇ 日医工 後発品 11.00
内用薬 2149027F1101 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2149027F1110 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニジロット錠５ｍｇ 陽進堂 後発品 10.50
内用薬 2149027F1128 塩酸マニジピン ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 11.40 H22.11.19収載

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

ディオ
後発品 15.70 H23.3.31まで

内用薬 2149027F2051 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 カルバジン錠１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 21.80
内用薬 2149027F2060 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 カンセリン錠１０ 大洋薬品工業 後発品 14.60 H22.8.31まで
内用薬 2149027F2078 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 ジムロスト錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 19.30
内用薬 2149027F2086 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 ビロスビット錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 15.70 H23.8.31まで
内用薬 2149027F2094 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニカロット錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 14.60
内用薬 2149027F2108 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニジップ錠１０ 日医工 後発品 16.90
内用薬 2149027F2116 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニジロット錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 16.90
内用薬 2149027F2124 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 塩酸マニジピン錠１０「タツミ」 辰巳化学 後発品 11.90
内用薬 2149027F2132 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 14.60

内用薬 2149027F2140 塩酸マニジピン １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 15.70 H22.11.19収載

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

ディオ
後発品 34.10 H23.3.31まで

内用薬 2149027F3058 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 カルバジン錠２０ｍｇ 沢井製薬 後発品 40.90
内用薬 2149027F3066 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 カンセリン錠２０ 大洋薬品工業 後発品 26.70 H22.8.31まで
内用薬 2149027F3074 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 ジムロスト錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 37.90
内用薬 2149027F3082 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 ビロスビット錠２０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 26.70 H23.8.31まで
内用薬 2149027F3090 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニカロット錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 26.70
内用薬 2149027F3104 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニジップ錠２０ 日医工 後発品 30.20
内用薬 2149027F3112 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニジロット錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 30.20
内用薬 2149027F3120 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 塩酸マニジピン錠２０「タツミ」 辰巳化学 後発品 16.90
内用薬 2149027F3139 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 26.70

内用薬 2149027F3147 塩酸マニジピン ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 26.70 H22.11.19収載

内用薬 2149028F1033 塩酸チリソロール １０ｍｇ１錠 セレカル錠１０ 富山化学工業 92.00
内用薬 2149029F1011 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩１００ｍｇ錠 後発品 15.10 H23.11.11一般名等

内用薬 2149029F1020 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セレクトール錠１００ｍｇ 日本新薬 76.40
内用薬 2149029F1038 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 スロンタクス錠１００ 東和薬品 後発品 20.00
内用薬 2149029F1046 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セプロブロック錠１００ 日医工 後発品 26.90
内用薬 2149029F1062 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セレプトロール錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 16.70 H22.6.30まで
内用薬 2149029F1070 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ

「タナベ」
長生堂製薬 後発品 16.70

内用薬 2149029F2018 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩２００ｍｇ錠 後発品 26.20 H23.11.11一般名等

内用薬 2149029F2026 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セレクトール錠２００ｍｇ 日本新薬 139.30
内用薬 2149029F2034 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 スロンタクス錠２００ 東和薬品 後発品 34.50
内用薬 2149029F2042 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セプロブロック錠２００ 日医工 後発品 42.10
内用薬 2149029F2050 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セルトップ錠２００ 大洋薬品工業 後発品 28.40
内用薬 2149030N1027 塩酸バルニジピン ５ｍｇ１カプセル ヒポカ５ｍｇカプセル アステラス製薬 37.40
内用薬 2149030N2023 塩酸バルニジピン １０ｍｇ１カプセル ヒポカ１０ｍｇカプセル アステラス製薬 60.30
内用薬 2149030N3020 塩酸バルニジピン １５ｍｇ１カプセル ヒポカ１５ｍｇカプセル アステラス製薬 87.40
内用薬 2149031F1027 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ケルロング錠５ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
75.60

内用薬 2149031F1035 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロング錠５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 24.90
内用薬 2149031F1043 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタキール錠５ メディサ新薬 後発品 34.70
内用薬 2149031F1051 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ケフナン錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 38.10
内用薬 2149031F1060 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 タルロング錠５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 26.70 H23.11.28収載

内用薬 2149031F2023 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ケルロング錠１０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

143.50

内用薬 2149031F2031 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 タルロング錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 39.50
内用薬 2149031F2040 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロング錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 36.90
内用薬 2149031F2066 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキール錠１０ メディサ新薬 後発品 64.40
内用薬 2149031F2074 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ケフナン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 72.80
内用薬 2149032F1021 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アーチスト錠１０ｍｇ 第一三共 75.30
内用薬 2149032F1030 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アーチワン錠１０ 沢井製薬 後発品 37.50 H24.3.31まで
内用薬 2149032F1048 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アニスト錠１０ 東和薬品 後発品 39.90
内用薬 2149032F1056 カルベジロール １０ｍｇ１錠 アテノート錠１０ 大洋薬品工業 後発品 29.80
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内用薬 2149032F1064 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 後発品 29.80
内用薬 2149032F1072 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０「タツミ」 辰巳化学 後発品 29.80
内用薬 2149032F1080 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 29.80 H23.6.24収載

内用薬 2149032F1099 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 37.50 H23.11.28収載

内用薬 2149032F1102 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 29.80 H23.11.28収載

内用薬 2149032F2028 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アーチスト錠２０ｍｇ 第一三共 145.80
内用薬 2149032F2036 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アーチワン錠２０ 沢井製薬 後発品 71.40 H24.3.31まで
内用薬 2149032F2044 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アニスト錠２０ 東和薬品 後発品 71.40
内用薬 2149032F2052 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 アテノート錠２０ 大洋薬品工業 後発品 50.10
内用薬 2149032F2060 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 後発品 59.60 H24.3.31まで
内用薬 2149032F2079 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０「タツミ」 辰巳化学 後発品 53.90
内用薬 2149032F2087 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 50.10 H23.6.24収載

内用薬 2149032F2095 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 71.40 H23.11.28収載

内用薬 2149032F2109 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 50.10 H23.11.28収載

内用薬 2149032F3024 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 アーチスト錠１．２５ｍｇ 第一三共 19.30
内用薬 2149032F4020 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 アーチスト錠２．５ｍｇ 第一三共 32.00
内用薬 2149033F1026 マロン酸ボピンドロール ０．５ｍｇ１錠 サンドノーム錠０．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
92.70 H23.3.31まで

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

126.20 H23.3.31まで

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

ティス
20.90

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

ティス
35.90

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

パン
35.10 H24.3.31まで

内用薬 2149037F1032 シルニジピン ５ｍｇ１錠 アテレック錠５ 味の素製薬 36.60
内用薬 2149037F1059 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.50
内用薬 2149037F1067 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 25.50
内用薬 2149037F1075 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 25.50 H22.11.19収載

内用薬 2149037F1083 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 25.50 H22.11.19収載

内用薬 2149037F1091 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 25.50 H22.11.19収載

内用薬 2149037F2020 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シナロング錠１０ ユーシービージャ
パン

64.70 H24.3.31まで

内用薬 2149037F2039 シルニジピン １０ｍｇ１錠 アテレック錠１０ 味の素製薬 66.60
内用薬 2149037F2055 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.00
内用薬 2149037F2063 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 48.00

内用薬 2149037F2071 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 48.00 H22.11.19収載

内用薬 2149037F2080 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 48.00 H22.11.19収載

内用薬 2149037F2098 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 48.00 H22.11.19収載

内用薬 2149038D1044 アラニジピン ２％１ｇ サプレスタ顆粒２％ 大鵬薬品工業 142.40
内用薬 2149038D1052 アラニジピン ２％１ｇ ベック顆粒２％ 日医工ファーマ 92.10
内用薬 2149038M1028 アラニジピン ５ｍｇ１カプセル サプレスタカプセル５ｍｇ 大鵬薬品工業 41.80
内用薬 2149038M1036 アラニジピン ５ｍｇ１カプセル ベックカプセル５ｍｇ 日医工ファーマ 27.90
内用薬 2149038M2024 アラニジピン １０ｍｇ１カプセル サプレスタカプセル１０ｍｇ 大鵬薬品工業 63.00
内用薬 2149038M2032 アラニジピン １０ｍｇ１カプセル ベックカプセル１０ｍｇ 日医工ファーマ 43.90
内用薬 2149039F1031 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ニューロタン錠２５ｍｇ ＭＳＤ 81.70
内用薬 2149039F2038 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ニューロタン錠５０ｍｇ ＭＳＤ 155.60
内用薬 2149039F3026 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ニューロタン錠１００ｍｇ ＭＳＤ 234.90
内用薬 2149040F1026 カンデサルタンシレキセ

チル
２ｍｇ１錠 ブロプレス錠２ 武田薬品工業 41.50

内用薬 2149040F2022 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 ブロプレス錠４ 武田薬品工業 77.30

内用薬 2149040F3029 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 ブロプレス錠８ 武田薬品工業 150.30

内用薬 2149040F4025 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 ブロプレス錠１２ 武田薬品工業 231.90

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

36.60

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

66.80

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

125.30

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

243.80

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

75.30

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

142.40

内用薬 2149042F3028 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 ミカルディス錠８０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

  213.60 H22.9.24収載

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

ミル
１０ｍｇ１錠 オルメテック錠１０ｍｇ 第一三共 74.00

内用薬 2149044F2020 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメテック錠２０ｍｇ 第一三共 142.00

内用薬 2149044F3027 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 オルメテック錠５ｍｇ 第一三共 38.80

内用薬 2149044F4023 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメテック錠４０ｍｇ 第一三共 213.00 H22.4.23収載

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

ファーマ
161.80

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

１錠 ベハイドＲＡ錠 杏林製薬 5.60 H22.6.30まで

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

１錠 ベハイドＲＡ配合錠 杏林製薬 5.60

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

１錠 プレミネント錠 萬有製薬 158.80 H22.6.30まで

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

１錠 プレミネント配合錠 ＭＳＤ 158.80

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

１錠 エカード配合錠ＬＤ 武田薬品工業 80.30

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

１錠 エカード配合錠ＨＤ 武田薬品工業 154.30

内用薬 2149112F1022 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 コディオ配合錠ＭＤ ノバルティス
ファーマ

129.60

内用薬 2149112F2029 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 コディオ配合錠ＥＸ ノバルティス
ファーマ

130.60

内用薬 2149113F1027 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 ミコンビ配合錠ＡＰ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

148.80

内用薬 2149113F2023 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 ミコンビ配合錠ＢＰ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

219.80

内用薬 2149114F1021 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 エックスフォージ配合錠 ノバルティス
ファーマ

130.10 H22.4.16収載

内用薬 2149115F1026 オルメサルタンメドキソ
ミル・アゼルニジピン

１錠 レザルタス配合錠ＬＤ 第一三共 91.00 H22.4.16収載

内用薬 2149115F2022 オルメサルタンメドキソ
ミル・アゼルニジピン

１錠 レザルタス配合錠ＨＤ 第一三共 170.10 H22.4.16収載

内用薬 2149116F1020 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 ユニシア配合錠ＬＤ 武田薬品工業 150.30 H22.6.11収載

内用薬 2149116F2027 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ

１錠 ユニシア配合錠ＨＤ 武田薬品工業 150.30 H22.6.11収載

内用薬 2149117F1025 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 ミカムロ配合錠ＡＰ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

143.80 H22.9.17収載

内用薬 2160002F1028 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 メトリジン錠２ｍｇ 大正製薬 48.60
内用薬 2160002F1036 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 アバルナート錠２ 東和薬品 後発品 13.70
内用薬 2160002F1052 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 メトドリン錠２ メディサ新薬 後発品 20.60
内用薬 2160002F1060 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 ナチルジン錠２ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 13.70

内用薬 2160002F1079 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 シュプレース錠２ｍｇ 大原薬品工業 後発品 16.90

内用薬 2160002F1087 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 13.70 H23.6.24収載

内用薬 2160002F2024 塩酸ミドドリン ２ｍｇ１錠 メトリジンＤ錠２ｍｇ 大正製薬 48.60
内用薬 2160003F1022 コハク酸スマトリプタン ５０ｍｇ１錠 イミグラン錠５０ グラクソ・スミス

クライン
927.90

内用薬 2160004F1027 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾーミッグ錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 934.10
内用薬 2160004F2023 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 934.10
内用薬 2160005F1021 臭化水素酸エレトリプタ ２０ｍｇ１錠 レルパックス錠２０ｍｇ ファイザー 900.30
内用薬 2160006F1026 安息香酸リザトリプタン １０ｍｇ１錠 マクサルト錠１０ｍｇ 杏林製薬 921.90
内用薬 2160006F2022 安息香酸リザトリプタン １０ｍｇ１錠 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 杏林製薬 921.90
内用薬 2160007F1020 ナラトリプタン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アマージ錠２．５ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
896.10

内用薬 2160350F1170 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 パンエルゴット イセイ 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2160350F1269 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 ジヒデルゴット錠１ｍｇ ノバルティス
ファーマ

後発品 17.00

内用薬 2160350F1277 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 イトメット錠１ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 2160350F1285 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 エルゴスパオン錠１ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 2160350F1307 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 ヒポラール錠１ｍｇ あすか製薬 後発品 14.70

内用薬 2160350F1315 メシル酸ジヒドロエルゴ
タミン

１ｍｇ１錠 パンエルゴット錠１ｍｇ イセイ 後発品 5.60

内用薬 2171005F1068 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 コメリアンコーワ錠５０ 興和 12.40
内用薬 2171005F1076 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 コロンメン錠「５０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2171005F1157 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 スプラン錠５０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2171005F1190 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 トルクシール錠 日新製薬（山形） 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2171005F1262 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 タンタリック錠５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2171005F1270 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171005F1289 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 スミドルミン錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 2171005F1297 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで

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

ワ」
東和薬品 後発品 6.70

内用薬 2171005F2102 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 タンタリック錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.70

内用薬 2171005F2110 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 コロンメン錠「１００」 辰巳化学 後発品 6.70 H23.11.28収載

内用薬 2171005F2129 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 トルクシール錠１００ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 6.70 H23.11.28収載

内用薬 2171006F1054 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 コーレン 東邦新薬 後発品 5.60
内用薬 2171006F1062 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 コロヘルサー錠 日医工 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2171006F1089 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルベイト錠 長生堂製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2171006F1127 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 パゼアジン錠３０ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H22.8.31まで
内用薬 2171006F1143 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フロッティ錠 ナガセ医薬品 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 2171006F1216 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 セレスナット錠３０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171006F1224 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ヘルベッサー錠３０ 田辺三菱製薬 13.80
内用薬 2171006F1240 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 クラルート錠３０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2171006F1267 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ヨウチアゼム錠３０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2171006F1275 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「Ｚ

Ｅ」
全星薬品工業 後発品 5.60

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

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 5.60

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

大洋薬品工業 後発品 5.60
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内用薬 2171006F1321 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.60 H22.5.28収載

内用薬 2171006F1330 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ミオカルジー錠３０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 3.10 H23.11.28収載

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

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 10.10

内用薬 2171006F2085 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 セレスナット錠６０ｍｇ 東和薬品 後発品 10.10

内用薬 2171006F2093 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ヨウチアゼム錠６０ｍｇ 陽進堂 後発品 10.10
内用薬 2171006F2107 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 10.10 H22.5.28収載

内用薬 2171006F2115 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 10.10 H22.11.19収載

内用薬 2171006F2123 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 10.10 H23.6.24収載

内用薬 2171006F2131 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ヘマレキート錠６０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 10.10 H23.6.24収載

内用薬 2171006N1040 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル コロヘルサーＲ１００ 日医工 後発品 16.20 H22.6.30まで
内用薬 2171006N1067 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ルチアノンカプセルＲ１００ 佐藤薬品工業 後発品 24.50
内用薬 2171006N1091 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル パゼアジンＲカプセル１００ 大洋薬品工業 後発品 13.70 H22.8.31まで
内用薬 2171006N1105 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ 田辺三菱製薬 49.40
内用薬 2171006N1113 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル クラルートＲカプセル１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 20.00 H23.3.31まで
内用薬 2171006N1121 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル コロヘルサーＲカプセル１００ｍｇ 日医工 後発品 16.20
内用薬 2171006N1130 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１０

０ｍｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 13.70 H24.3.31まで

内用薬 2171006N1148 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 20.00 H22.5.28収載

内用薬 2171006N2039 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ヘルベッサーＲカプセル２００ｍｇ 田辺三菱製薬 104.40
内用薬 2171006N2047 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル コロヘルサーＲカプセル２００ｍｇ 日医工 後発品 32.40 H22.11.19収載

内用薬 2171006N2055 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル２００
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 40.00 H22.11.19収載

内用薬 2171006N2063 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ルチアノンカプセルＲ２００ 佐藤薬品工業 後発品 49.00 H23.6.24収載

内用薬 2171007C1044 塩酸トリメタジジン １％１ｇ バスタレルＦ細粒１％ 京都薬品工業 22.80
内用薬 2171007F1091 塩酸トリメタジジン ３ｍｇ１錠 局 タックミント 鶴原製薬 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2171007F1210 塩酸トリメタジジン ３ｍｇ１錠 局 バスタレルＦ錠３ｍｇ 京都薬品工業 7.40
内用薬 2171008F1029 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ホルミトール錠 寿製薬 後発品 6.30 H22.6.30まで
内用薬 2171008F1037 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 マゴチロン 鶴原製薬 後発品 6.30 H22.6.30まで
内用薬 2171008F1070 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ワソラン錠４０ｍｇ エーザイ 7.10
内用薬 2171008F1088 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 6.30

内用薬 2171008F1096 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ホルミトール錠４０ｍｇ 寿製薬 後発品 6.30
内用薬 2171008F1100 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 マゴチロン錠４０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.30
内用薬 2171008F1118 塩酸ベラパミル ４０ｍｇ１錠 局 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 6.30 H22.11.19収載

内用薬 2171010B1059 ジピリダモール １２．５％１ｇ アンギナール散１２．５％ 長生堂製薬 後発品 28.20
内用薬 2171010C1046 ジピリダモール １２．５％１ｇ パムゼン細粒 東邦新薬 後発品 12.60
内用薬 2171010F1131 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ジピラモール錠１２．５ シー・エイチ・

オー新薬
後発品 5.00 H23.3.31まで

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

インゲルハイム
6.70

内用薬 2171010F1417 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ヘルスサイド錠１２．５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.00 H23.3.31まで
内用薬 2171010F1425 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１２．５ｍｇ「ツル

ハラ」
鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2171010F2065 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 アンギナール錠２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 6.00
内用薬 2171010F2090 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 カルコラ錠２５ マイラン製薬 後発品 5.40 H23.3.31まで

内用薬 2171010F2111 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 コロナモール錠２５ 日医工 後発品 5.40
内用薬 2171010F2138 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 サンペル錠 三恵薬品 後発品 5.40 H22.6.30まで
内用薬 2171010F2170 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピラモール錠２５ シー・エイチ・

オー新薬
後発品 5.40 H23.3.31まで

内用薬 2171010F2324 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ニチリダモール錠２５ 日新製薬（山形） 後発品 5.40
内用薬 2171010F2375 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ピロアン錠２５ 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 2171010F2456 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ペルミルチン錠２５ 全星薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2171010F2499 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ヨウリダモール錠２５ 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 2171010F2529 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ルーカス錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2171010F2545 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 グリオスチン錠２５ 大洋薬品工業 後発品 5.40
内用薬 2171010F2553 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ペルサンチン錠２５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
9.10

内用薬 2171010F2570 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ヘルスサイド錠２５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2171010F2588 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 メトロポリン錠２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.40 H23.3.31まで

内用薬 2171010F2596 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.40

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

インゲルハイム
25.60

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

44.10

内用薬 2171011G1026 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 Ｌ－オーネスゲン錠 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2171011G1123 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 フランドル錠２０ｍｇ トーアエイヨー 17.10
内用薬 2171011G1131 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 ジアセラＬ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171011G1140 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 サワドールＬ錠２０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.70
内用薬 2171011G1158 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 リファタックＬ錠２０ｍｇ メディサ新薬 後発品 8.80 H24.3.31まで
内用薬 2171011G1166 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「タ

イヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 2171011G1174 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 Ｌ－オーネスゲン錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2171011N1050 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル ニトロールＲカプセル２０ｍｇ エーザイ 16.80
内用薬 2171011N1114 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル カリアントＳＲカプセル２０ｍｇ 全星薬品工業 後発品 7.50
内用薬 2171011N1122 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル イソコロナールＲカプセル２０ｍｇ 佐藤薬品工業 後発品 6.40
内用薬 2171012C1037 トラピジル １０％１ｇ ロコルナール細粒１０％ 持田製薬 29.30
内用薬 2171012F1025 トラピジル ５０ｍｇ１錠 エステリノール錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2171012F1068 トラピジル ５０ｍｇ１錠 セオアニン錠５０ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2171012F1165 トラピジル ５０ｍｇ１錠 アンギクロメン錠５０ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171012F1181 トラピジル ５０ｍｇ１錠 ロコルナール錠５０ｍｇ 持田製薬 14.90
内用薬 2171012F1190 トラピジル ５０ｍｇ１錠 カルナコール錠５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2171012F1203 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
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内用薬 2171012F2030 トラピジル １００ｍｇ１錠 エステリノール錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 13.40
内用薬 2171012F2102 トラピジル １００ｍｇ１錠 セオアニン錠１００ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2171012F2315 トラピジル １００ｍｇ１錠 ロコルナール錠１００ｍｇ 持田製薬 27.80
内用薬 2171012F2340 トラピジル １００ｍｇ１錠 アンギクロメン錠１００ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171012F2358 トラピジル １００ｍｇ１錠 カルナコール錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2171012F2366 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171012F2374 トラピジル １００ｍｇ１錠 ペルカラート錠１００ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2171013K1010 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 局 ニトログリセリン錠 16.10
内用薬 2171014C1044 ニフェジピン １％１ｇ セパミット細粒１％ ＭＳＤ 後発品 20.10
内用薬 2171014C1052 ニフェジピン １％１ｇ アテネラート細粒１％ 鶴原製薬 後発品 7.00
内用薬 2171014C2032 ニフェジピン ２％１ｇ セパミット－Ｒ細粒２％ ＭＳＤ 41.20
内用薬 2171014F1083 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 カサンミル錠１０ｍｇ 全星薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014F1091 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ラミタレート錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2171014F1105 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アテネラート錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.80
内用薬 2171014G1020 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠１０ｍｇ バイエル薬品 18.80
内用薬 2171014G1046 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 カサンミルＳ錠１０ 全星薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014G1054 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 カルジオルフトＬ錠１０ 日医工ファーマ 後発品 6.00 H23.3.31まで
内用薬 2171014G1062 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 クノラミンＬ錠１０ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2171014G1070 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 コリネールＬ錠１０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2171014G1097 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェスロー錠１０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014G1127 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニレーナＬ錠１０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 5.80

内用薬 2171014G1135 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ラミタレートＬ錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014G1143 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェラートＬ錠１０ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014G1151 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ヘルラートＬ錠１０ 京都薬品工業 後発品 5.80
内用薬 2171014G1186 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 シオペルミンＬ錠１０ シオノケミカル 後発品 5.60
内用薬 2171014G1194 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 キサラートＬ錠１０ｍｇ サンド 後発品 5.60

内用薬 2171014G1216 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ケパクルＬ錠１０ イセイ 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 2171014G1224 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 トーワラートＬ錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171014G1232 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2171014G1240 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アテネラートＬ錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.80 H23.6.24収載

内用薬 2171014G2018 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン２０ｍｇ徐放錠 後発品 5.60
内用薬 2171014G2026 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠２０ｍｇ バイエル薬品 32.20
内用薬 2171014G2069 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 カルジオルフトＬ錠２０ 日医工ファーマ 後発品 9.10 H23.3.31まで
内用薬 2171014G2131 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニレーナＬ錠２０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 12.30
内用薬 2171014G2140 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ヘルラートＬ錠２０ 京都薬品工業 後発品 9.10
内用薬 2171014G2280 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.60

内用薬 2171014G3022 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠１０ｍｇ バイエル薬品 21.70
内用薬 2171014G3030 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 トーワラートＣＲ錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 12.10
内用薬 2171014G3049 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠１０ 全星薬品工業 後発品 11.10

内用薬 2171014G3057 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 コリネールＣＲ錠１０ 日医工 後発品 11.10

内用薬 2171014G3065 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 11.10

内用薬 2171014G3073 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 11.10

内用薬 2171014G4029 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ バイエル薬品 37.70

内用薬 2171014G4037 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 トーワラートＣＲ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 22.30

内用薬 2171014G4045 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠２０ 全星薬品工業 後発品 19.70
内用薬 2171014G4053 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 コリネールＣＲ錠２０ 日医工 後発品 19.70
内用薬 2171014G4061 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 19.70

内用薬 2171014G4070 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 19.70
内用薬 2171014G5025 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ バイエル薬品 70.70

内用薬 2171014G5033 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠４０ 全星薬品工業 後発品 36.60

内用薬 2171014G5041 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 トーワラートＣＲ錠４０ｍｇ 東和薬品 後発品 41.90

内用薬 2171014G5050 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 コリネールＣＲ錠４０ 日医工 後発品 36.60

内用薬 2171014G5068 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 36.60

内用薬 2171014G5076 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 36.60

内用薬 2171014M1023 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル アタナールカプセル５ 東洋カプセル 後発品 5.60
内用薬 2171014M1104 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル アダラートカプセル５ｍｇ バイエル薬品 14.80
内用薬 2171014M1112 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ヘルラート・ミニカプセル５ｍｇ 京都薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2171014M1120 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 5.70

内用薬 2171014M1139 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェラートカプセル５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 2171014M1147 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル アテネラートソフトカプセル５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.80 H23.6.24収載

内用薬 2171014M1155 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル カサンミルカプセル５ｍｇ 全星薬品工業 後発品 5.60 H23.6.24収載

内用薬 2171014M2259 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル アダラートカプセル１０ｍｇ バイエル薬品 24.40
内用薬 2171014M2267 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェラートカプセル１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171014M2275 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル アタナールカプセル１０ 東洋カプセル 後発品 5.60

内用薬 2171014M2283 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ヘルラートカプセル１０ｍｇ 京都薬品工業 後発品 7.20 H23.3.31まで

内用薬 2171014M2291 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.70

内用薬 2171014N1029 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル セパミット－Ｒカプセル１０ ＭＳＤ 17.00

内用薬 2171014N1037 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル エマベリンＬカプセル１０ｍｇ 高田製薬 後発品 20.30
内用薬 2171014N2025 ニフェジピン ２０ｍｇ１カプセル セパミット－Ｒカプセル２０ ＭＳＤ 23.60

内用薬 2171014N3021 ニフェジピン １５ｍｇ１カプセル エマベリンＬカプセル１５ｍｇ 高田製薬 後発品 30.50

内用薬 2171014N4028 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル エマベリンＬカプセル５ｍｇ 高田製薬 後発品 14.00

内用薬 2171016F1015 硝酸イソソルビド ５ｍｇ１錠 局 硝酸イソソルビド錠 9.60

内用薬 2171016F2011 硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 硝酸イソソルビド錠 9.60 H23.3.31まで
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内用薬 2171017F1028 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 シグマート錠２．５ｍｇ 中外製薬 16.60
内用薬 2171017F1036 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 シグランコート錠２．５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2171017F2024 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シグマート錠５ｍｇ 中外製薬 26.30

内用薬 2171017F2059 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シグランコート錠５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.70 H23.3.31まで
内用薬 2171017F2075 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シルビノール錠５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2171017F2091 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジス錠５ｍｇ 日医工 後発品 5.70

内用薬 2171017F2105 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランタ錠５ メディサ新薬 後発品 6.40

内用薬 2171017F2113 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニトルビン錠５ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 2171017F2148 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランマート錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 8.50

内用薬 2171018K1039 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 日本化薬 後発品 15.10

内用薬 2171019F1027 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 バイミカード錠５ｍｇ バイエル薬品 42.40

内用薬 2171019F1035 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 リオハード錠５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 15.10

内用薬 2171019F1043 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニノバルシン錠５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 11.30
内用薬 2171019F1060 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソミナード錠５ｍｇ 陽進堂 後発品 18.50

内用薬 2171019F1086 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「ニッシン」 日新製薬（山形） 後発品 11.30
内用薬 2171019F1094 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 18.50

内用薬 2171019F2023 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 バイミカード錠１０ｍｇ バイエル薬品 83.70
内用薬 2171019F2031 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 リオハード錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 25.70
内用薬 2171019F2040 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニノバルシン錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 19.80
内用薬 2171019F2058 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ニッシン」 日新製薬（山形） 後発品 23.00

内用薬 2171019F2066 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソミナード錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 31.50 H23.11.28収載

内用薬 2171019F2074 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 31.50 H23.11.28収載

内用薬 2171020F1011 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠 後発品 6.30
内用薬 2171020F1020 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 バイロテンシン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 38.10
内用薬 2171020F1038 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレナール錠５ｍｇ 日医工 後発品 9.90
内用薬 2171020F1089 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 エレナール錠５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 8.70

内用薬 2171020F1208 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ヒシロミン錠５ ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 2171020F2018 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠 後発品 9.60

内用薬 2171020F2026 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 バイロテンシン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 68.90

内用薬 2171020F2034 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 ニトレナール錠１０ｍｇ 日医工 後発品 16.00

内用薬 2171021C1028 ベニジピン塩酸塩 ０．４％１ｇ 塩酸ベニジピン細粒０．４％「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 64.40

内用薬 2171021F1024 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 コニール錠２ 協和発酵キリン 34.20
内用薬 2171021F1032 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 18.00

内用薬 2171021F1040 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２　ＮＴ ニプロジェネファ 後発品 16.80

内用薬 2171021F1067 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 22.30

内用薬 2171021F1075 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 17.70

内用薬 2171021F1083 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 13.40

内用薬 2171021F1091 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 19.40

内用薬 2171021F1105 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 20.50

内用薬 2171021F1113 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 20.50

内用薬 2171021F1121 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 14.70

内用薬 2171021F1130 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.50

内用薬 2171021F1148 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニトーワ錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 22.30

内用薬 2171021F1156 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 コニプロス錠２ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 23.80

内用薬 2171021F1164 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 26.60

内用薬 2171021F1172 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 25.10

内用薬 2171021F1180 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 18.00

内用薬 2171021F1199 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 16.10

内用薬 2171021F1202 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 18.90 H22.5.28収載

内用薬 2171021F1210 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 13.40 H23.6.24収載

内用薬 2171021F1229 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局
ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 15.40 H23.11.28収載

内用薬 2171021F2020 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 コニール錠４ 協和発酵キリン 60.10

内用薬 2171021F2047 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 31.30

内用薬 2171021F2055 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４　ＮＴ ニプロジェネファ 後発品 27.60

内用薬 2171021F2063 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 27.60

内用薬 2171021F2071 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 26.60 H22.6.30まで

内用薬 2171021F2098 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 コニプロス錠４ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 35.20

内用薬 2171021F2101 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 39.40

内用薬 2171021F2110 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 32.70

内用薬 2171021F2128 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 22.10
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内用薬 2171021F2136 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 29.40

内用薬 2171021F2144 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 33.80
内用薬 2171021F2152 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 37.20

内用薬 2171021F2160 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 25.40

内用薬 2171021F2179 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.20

内用薬 2171021F2187 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニトーワ錠４ｍｇ 東和薬品 後発品 41.40
内用薬 2171021F2195 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 47.10
内用薬 2171021F2209 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 40.60

内用薬 2171021F2217 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 36.70

内用薬 2171021F2225 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 23.00
内用薬 2171021F2233 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 26.60

内用薬 2171021F2241 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 22.10 H23.6.24収載

内用薬 2171021F3027 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 コニール錠８ 協和発酵キリン 124.00
内用薬 2171021F3035 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 41.00

内用薬 2171021F3043 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 68.30

内用薬 2171021F3051 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８　ＮＴ ニプロジェネファ 後発品 40.40
内用薬 2171021F3060 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 コニプロス錠８ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 79.40

内用薬 2171021F3078 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 81.80

内用薬 2171021F3086 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 81.80

内用薬 2171021F3094 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 83.50

内用薬 2171021F3108 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 42.30

内用薬 2171021F3116 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 70.90

内用薬 2171021F3124 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 60.80

内用薬 2171021F3132 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 66.40

内用薬 2171021F3140 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニトーワ錠８ｍｇ 東和薬品 後発品 75.20
内用薬 2171021F3159 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 65.70
内用薬 2171021F3167 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 54.60

内用薬 2171021F3175 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 46.40

内用薬 2171021F3183 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 40.40 H22.5.28収載

内用薬 2171021F3191 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 40.40 H23.6.24収載

内用薬 2171021F3205 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 43.90 H23.6.24収載

内用薬 2171021F3213 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局
ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 46.00 H23.11.28収載

内用薬 2171022F1029 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠２．５ｍｇ ファイザー 35.30
内用薬 2171022F1045 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 34.50
内用薬 2171022F1053 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 17.60 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1061 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

エルメッド　エー
ザイ

後発品 23.40 H23.4.1局方品

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

後発品 27.20 H23.3.31まで

内用薬 2171022F1088 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 22.60 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1096 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 23.00 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1100 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 25.80 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1118 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 24.40 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1126 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 20.60 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1134 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 25.80 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1142 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 21.90 H23.4.1局方品

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

後発品 16.60 H24.3.31まで

内用薬 2171022F1169 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 17.00 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1177 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 後発品 23.40

内用薬 2171022F1185 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 20.60
内用薬 2171022F1193 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 後発品 23.00

内用薬 2171022F1207 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 23.40 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1215 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 25.00

内用薬 2171022F1223 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 18.40 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1231 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 23.00 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1240 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 19.90
内用薬 2171022F1258 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 後発品 17.60 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1266 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 23.40 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1274 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「コーワ」 救急薬品工業 後発品 24.40 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1282 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.40 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1290 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 20.60 H23.4.1局方品
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内用薬 2171022F1304 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大興製薬 後発品 22.60 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1312 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 21.00 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1320 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 25.00 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1339 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 23.00

内用薬 2171022F1347 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.80 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1355 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.90 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1363 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 19.90 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1371 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 20.60 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1380 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 23.00 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1398 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 20.60 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1401 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 27.20 H22.9.17収載
H23.4.1局方品

内用薬 2171022F1410 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 16.60 H22.11.19収載

内用薬 2171022F2025 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠５ｍｇ ファイザー 64.90
内用薬 2171022F2041 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 64.00
内用薬 2171022F2050 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 33.50 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2068 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エー
ザイ

後発品 43.20 H23.4.1局方品

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

後発品 50.80 H23.3.31まで

内用薬 2171022F2084 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 44.20 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2092 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 44.20 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2106 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 48.90 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2114 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 45.20 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2122 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 37.70 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2130 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 47.70 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2149 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 40.90 H23.4.1局方品

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

後発品 32.20 H24.3.31まで

内用薬 2171022F2165 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 29.90 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2173 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 後発品 44.20

内用薬 2171022F2181 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.70

内用薬 2171022F2190 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 後発品 43.20
内用薬 2171022F2203 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.80 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2211 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 46.90
内用薬 2171022F2220 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 34.50 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2238 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 44.20 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2246 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 37.70
内用薬 2171022F2254 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 後発品 32.20 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2262 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 43.20 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2270 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「コーワ」 救急薬品工業 後発品 45.20 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2289 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.20 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2297 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 38.90 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2300 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 41.80 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2319 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 41.80 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2327 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 45.20 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2335 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 46.90

内用薬 2171022F2343 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.70 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2351 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 44.20 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2360 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 41.80 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2378 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 37.70 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2386 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 43.20 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2394 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 38.00 H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2408 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 50.80 H22.9.17収載
H23.4.1局方品

内用薬 2171022F2416 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 29.90 H22.11.19収載

内用薬 2171022F3021 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 34.50
内用薬 2171022F3030 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 25.80

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

Ｇ」
日本ジェネリック 後発品 23.00

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

キョーリンリメ
ディオ

後発品 21.90

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

ニプロファーマ 後発品 20.60

内用薬 2171022F3080 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山形） 後発品 25.80

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

辰巳化学 後発品 20.60

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

ハイゾン製薬 後発品 20.60 H24.3.31まで

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

陽進堂 後発品 20.60

内用薬 2171022F3129 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 20.60
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内用薬 2171022F3137 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「あす
か」

大正薬品工業 後発品 23.00

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

共和薬品工業 後発品 23.40

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

大興製薬 後発品 22.60

内用薬 2171022F3161 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 23.40

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

沢井製薬 後発品 24.40

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

サンド 後発品 20.60

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

大洋薬品工業 後発品 20.60

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

高田製薬 後発品 21.00

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

日医工 後発品 23.90

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

シオノケミカル 後発品 19.90

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

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 23.00

内用薬 2171022F3242 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤフィルム２．５ｍｇ
「興和テバ」

救急薬品工業 後発品 24.40

内用薬 2171022F3250 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

エルメッド　エー
ザイ

後発品 23.40 H22.5.28収載

内用薬 2171022F3269 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 25.80 H22.5.28収載

内用薬 2171022F3277 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 17.60 H22.11.19収載

内用薬 2171022F3285 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「興和
テバ」

興和テバ 後発品 20.60 H23.1.28収載

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

ディオ
後発品 40.90

内用薬 2171022F4079 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 37.70
内用薬 2171022F4087 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 47.70
内用薬 2171022F4095 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 38.00

内用薬 2171022F4109 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 ハイゾン製薬 後発品 38.00 H24.3.31まで

内用薬 2171022F4117 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.70
内用薬 2171022F4125 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 38.00
内用薬 2171022F4133 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」 大正薬品工業 後発品 43.20
内用薬 2171022F4141 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.80
内用薬 2171022F4150 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 大興製薬 後発品 41.80
内用薬 2171022F4168 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 43.20

内用薬 2171022F4176 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.20

内用薬 2171022F4184 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 38.90

内用薬 2171022F4192 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 38.00

内用薬 2171022F4206 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 41.80
内用薬 2171022F4214 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 44.20

内用薬 2171022F4222 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 41.80

内用薬 2171022F4230 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 43.20

内用薬 2171022F4249 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ「興
和テバ」

救急薬品工業 後発品 45.20

内用薬 2171022F4257 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

エルメッド　エー
ザイ

後発品 43.20 H22.5.28収載

内用薬 2171022F4265 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 48.90 H22.5.28収載

内用薬 2171022F4273 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 33.50 H22.11.19収載

内用薬 2171022F4281 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「興和テ
バ」

興和テバ 後発品 38.00 H23.1.28収載

内用薬 2171022F5024 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジン錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 96.00 H22.11.19収載

内用薬 2171022F5032 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠１０ｍｇ ファイザー 97.40 H22.11.19収載

内用薬 2171022F6020 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジンＯＤ錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 96.00 H22.11.19収載

内用薬 2171022F6039 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ノルバスクＯＤ錠１０ｍｇ ファイザー 97.40 H22.11.19収載

内用薬 2171022Q1020 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 17.60 H22.5.28収載

内用薬 2171022Q1038 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ
「ＴＹＫ」

ハイゾン製薬 後発品 20.60 H24.3.31まで H22.5.28収載

内用薬 2171022Q1046 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ
「あすか」

大正薬品工業 後発品 23.00 H22.5.28収載

内用薬 2171022Q1054 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 25.80 H22.5.28収載

内用薬 2171022Q1062 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ
「興和テバ」

興和テバ 後発品 20.60 H23.1.28収載

内用薬 2171022Q2026 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 33.50 H22.5.28収載

内用薬 2171022Q2034 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

ハイゾン製薬 後発品 38.00 H24.3.31まで H22.5.28収載

内用薬 2171022Q2042 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「あす
か」

大正薬品工業 後発品 43.20 H22.5.28収載

内用薬 2171022Q2050 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 47.70 H22.5.28収載

内用薬 2171022Q2069 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「興和
テバ」

興和テバ 後発品 38.00 H23.1.28収載

内用薬 2171023F1023 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 アイトロール錠１０ｍｇ トーアエイヨー 10.90
内用薬 2171023F1031 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 アイロクール錠１０ メディサ新薬 後発品 4.80 H22.5.28収載

内用薬 2171023F1040 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 イソニトール錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.30 H22.5.28収載

内用薬 2171023F1058 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 ソプレロール錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.20 H22.11.19収載

内用薬 2171023F1066 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 タイシロール錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 4.40 H22.11.19収載

内用薬 2171023F1074 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠
一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 4.60 H23.11.28収載

内用薬 2171023F2020 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイトロール錠２０ｍｇ トーアエイヨー 17.50
内用薬 2171023F2038 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 タイシロール錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 7.10
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内用薬 2171023F2046 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイスラール錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 7.40 H24.3.31まで
内用薬 2171023F2062 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 ソプレロール錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 8.30
内用薬 2171023F2070 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 イソモニット錠２０ｍｇ サンド 後発品 8.30 H23.3.31まで
内用薬 2171023F2089 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 アイロクール錠２０ メディサ新薬 後発品 7.70
内用薬 2171023F2100 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 イソニトール錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 8.50

内用薬 2171023F2119 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠
一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 7.40 H23.11.28収載

内用薬 2172001F1202 イノシトールヘキサニコ
チネート

２００ｍｇ１錠 ニコキサチン錠２００ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 6.10

内用薬 2172002F1053 塩酸イソクスプリン １０ｍｇ１錠 局 ズファジラン錠１０ｍｇ 第一三共 8.90
内用薬 2172006F1027 ヘプロニカート １００ｍｇ１錠 メグリン錠 長生堂製薬 6.40 H22.6.30まで
内用薬 2172006F1035 ヘプロニカート １００ｍｇ１錠 ヘプロニカート錠１００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 6.40

内用薬 2183001F1060 クリノフィブラート ２００ｍｇ１錠 リポクリン錠２００ 大日本住友製薬 15.30
内用薬 2183002M1013 クロフィブラート ２５０ｍｇ１カプセル 局 クロフィブラートカプセル 8.50
内用薬 2183002M2010 クロフィブラート ５００ｍｇ１カプセル 局 クロフィブラートカプセル 9.60
内用薬 2183005G1013 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラート徐放錠 後発品 8.00
内用薬 2183005G1048 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザテートＳＲ錠２００ 沢井製薬 後発品 9.90
内用薬 2183005G1064 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブレートＳＲ錠２００ｍｇ 日医工 後発品 9.90 H22.6.30まで
内用薬 2183005G1072 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザレックスＳＲ錠２００ メディサ新薬 後発品 17.80
内用薬 2183005G1080 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベスタリットＬ錠２００ 大洋薬品工業 後発品 9.60
内用薬 2183005G1099 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ミデナールＬ錠２００ シオノケミカル 後発品 12.50
内用薬 2183005G1234 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ キッセイ薬品工業 42.00
内用薬 2183005G1242 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザリップ錠２００ｍｇ 中外製薬 43.60
内用薬 2183005G1269 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 9.90

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

「日医工」
日医工 後発品 6.30

内用薬 2183005G2117 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 アニベソールＳＲ錠１００ 全星薬品工業 後発品 6.30 H22.11.19収載

内用薬 2183005G2125 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局
ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ
「タナベ」

長生堂製薬 後発品 6.30 H23.11.28収載

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

日医工 後発品 23.40 H23.3.31まで

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

日医工 後発品 30.30 H23.3.31まで

内用薬 2183006F3023 フェノフィブラート ５３．３ｍｇ１錠 リピディル錠５３．３ｍｇ あすか製薬 33.40 H23.9.22収載

内用薬 2183006F3031 フェノフィブラート ５３．３ｍｇ１錠 トライコア錠５３．３ｍｇ アボットジャパン 33.40 H23.9.22収載

内用薬 2183006F4020 フェノフィブラート ８０ｍｇ１錠 リピディル錠８０ｍｇ あすか製薬 43.60 H23.9.22収載

内用薬 2183006F4038 フェノフィブラート ８０ｍｇ１錠 トライコア錠８０ｍｇ アボットジャパン 43.60 H23.9.22収載

内用薬 2183006M3022 フェノフィブラート ６７ｍｇ１カプセル リピディルカプセル６７ あすか製薬 33.40
内用薬 2183006M3030 フェノフィブラート ６７ｍｇ１カプセル トライコアカプセル６７ｍｇ 大正薬品工業 33.40
内用薬 2183006M3049 フェノフィブラート ６７ｍｇ１カプセル フェノフィブラートカプセル６７ｍｇ

「ＫＴＢ」
寿製薬 後発品 23.40 H22.11.19収載

内用薬 2183006M4029 フェノフィブラート １００ｍｇ１カプセル リピディルカプセル１００ あすか製薬 43.40
内用薬 2183006M4037 フェノフィブラート １００ｍｇ１カプセル トライコアカプセル１００ｍｇ 大正薬品工業 43.40
内用薬 2183006M4045 フェノフィブラート １００ｍｇ１カプセル フェノフィブラートカプセル１００ｍ

ｇ「ＫＴＢ」
寿製薬 後発品 30.30 H22.11.19収載

内用薬 2189001F1099 エラスターゼ １，８００単位１錠 サワチーム錠 沢井製薬 後発品 6.90 H23.3.31まで
内用薬 2189001F1200 エラスターゼ １，８００単位１錠 エラスチーム錠１８００ エーザイ 17.20
内用薬 2189001F1218 エラスターゼ １，８００単位１錠 エリスモン錠１８００ 日医工 後発品 6.00 H23.3.31まで
内用薬 2189001F1226 エラスターゼ １，８００単位１錠 エルモナーゼ錠１８００ 東和薬品 後発品 6.00
内用薬 2189002M1238 ソイステロール ２００ｍｇ１カプセル トコオールカプセル２００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.80
内用薬 2189003F1136 デキストラン硫酸ナトリ

ウム
１５０ｍｇ１錠 ＭＤＳコーワ錠１５０ 興和 6.10

内用薬 2189003F2035 デキストラン硫酸ナトリ
ウム

３００ｍｇ１錠 ＭＤＳコーワ錠３００ 興和 9.50

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

コリン
２５０ｍｇ１カプセル プロビーンカプセル シオノケミカル 後発品 6.20 H23.3.31まで

内用薬 2189006M1058 ポリエンホスファチジル
コリン

２５０ｍｇ１カプセル ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

後発品 8.90

内用薬 2189008C1078 プロブコール ５０％１ｇ リポブコール細粒 共和薬品工業 後発品 12.20 H23.3.31まで
内用薬 2189008C1094 プロブコール ５０％１ｇ シンレスタール細粒５０％ 第一三共エスファ 45.60
内用薬 2189008C1108 プロブコール ５０％１ｇ ロレルコ細粒５０％ 大塚製薬 44.80
内用薬 2189008C1116 プロブコール ５０％１ｇ エバチコール細粒５０％ 高田製薬 後発品 12.20 H24.3.31まで
内用薬 2189008C1132 プロブコール ５０％１ｇ スイムタール細粒５０％ 日医工ファーマ 後発品 13.90 H23.3.31まで
内用薬 2189008F1228 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 リポブコール錠 共和薬品工業 後発品 7.10 H23.3.31まで
内用薬 2189008F1279 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ピヨコール錠 陽進堂 後発品 6.40 H22.6.30まで
内用薬 2189008F1287 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ロレルコ錠２５０ｍｇ 大塚製薬 23.80
内用薬 2189008F1295 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ダウンオイール錠２５０ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 6.10
内用薬 2189008F1309 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 エバチコール錠２５０ｍｇ 高田製薬 後発品 6.90 H24.3.31まで
内用薬 2189008F1317 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 サクベルコート錠２５０ｍｇ 日医工 後発品 6.90
内用薬 2189008F1325 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロスエード錠２５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 7.50
内用薬 2189008F1333 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.40

内用薬 2189008F1341 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 エタクレート錠２５０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 7.80 H23.3.31まで
内用薬 2189008F1350 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 コバクス錠２５０ｍｇ 小林化工 後発品 6.10 H24.3.31まで
内用薬 2189008F1368 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 クラフェデン錠２５０ｍｇ イセイ 後発品 7.50
内用薬 2189008F1376 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 シンレスタール錠２５０ｍｇ 第一三共エスファ 23.80
内用薬 2189008F1384 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 フッコラート錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.40
内用薬 2189008F1392 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 7.10 H24.3.31まで

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

ティス
7.90 H22.6.30まで

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

7.90

内用薬 2189010C1032 プラバスタチンナトリウ
ム

０．５％１ｇ メバロチン細粒０．５％ 第一三共 66.70

内用薬 2189010C1040 プラバスタチンナトリウ
ム

０．５％１ｇ メバトルテ細粒０．５％ 大正薬品工業 後発品 34.00 H23.6.24収載

内用薬 2189010C2020 プラバスタチンナトリウ
ム

１％１ｇ メバロチン細粒１％ 第一三共 124.90
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内用薬 2189010C2039 プラバスタチンナトリウ
ム

１％１ｇ メバトルテ細粒１％ 大正薬品工業 後発品 63.60

内用薬 2189010F1039 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 メバロチン錠５ 第一三共 59.30

内用薬 2189010F1047 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバメイト錠５ｍｇ 大原薬品工業 後発品 16.70

内用薬 2189010F1055 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 20.60

内用薬 2189010F1063 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５「ＫＮ」 小林化工 後発品 23.20

内用薬 2189010F1071 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバチン錠５ 沢井製薬 後発品 27.30 H24.3.31まで

内用薬 2189010F1080 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠「陽進」
５ｍｇ

陽進堂 後発品 18.40

内用薬 2189010F1098 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 メバトルテ錠５ 大正薬品工業 後発品 23.20

内用薬 2189010F1101 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバロン錠５ ダイト 後発品 21.90 H23.3.31まで

内用薬 2189010F1110 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 アルセチン錠５ 大洋薬品工業 後発品 21.20

内用薬 2189010F1128 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 タツプラミン錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 20.60

内用薬 2189010F1144 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 メバレクト錠５ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 26.50

内用薬 2189010F1160 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 マイバスタン錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 35.40

内用薬 2189010F1179 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 メバリッチ錠５ 日新製薬（山形） 後発品 30.20

内用薬 2189010F1187 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 メバン錠５ 日医工 後発品 25.80

内用薬 2189010F1195 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタン錠５ 日本薬品工業 後発品 32.70

内用薬 2189010F1209 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 コレリット錠５ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 19.70

内用薬 2189010F1225 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラメバン錠５ 日医工ファーマ 後発品 16.70

内用薬 2189010F1233 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プロバチン錠５ メディサ新薬 後発品 23.90 H24.3.31まで

内用薬 2189010F1241 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「チョー
セイ」

長生堂製薬 後発品 25.80

内用薬 2189010F1250 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 15.60

内用薬 2189010F1268 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバピーク錠５ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 18.00

内用薬 2189010F1276 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 リダックＭ錠５ サンノーバ 後発品 30.20

内用薬 2189010F1284 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 メバリリン錠５ ケミックス 後発品 16.70

内用薬 2189010F1292 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 17.20

内用薬 2189010F1306 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 15.60

内用薬 2189010F1314 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「Ｋ
Ｈ」

マイラン製薬 後発品 26.00 H22.5.28収載

内用薬 2189010F1322
プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 23.90 H23.11.28収載

内用薬 2189010F1330
プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 27.30 H23.11.28収載

内用薬 2189010F2027 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバロチン錠１０ 第一三共 112.20

内用薬 2189010F2035 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバメイト錠１０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 37.90

内用薬 2189010F2043 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 35.90

内用薬 2189010F2051 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバリリン錠１０ ケミックス 後発品 23.20

内用薬 2189010F2060 プラバスタチンナトリウ
ム

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

内用薬 2189010F2078 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバチン錠１０ 沢井製薬 後発品 50.80 H24.3.31まで

内用薬 2189010F2086 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 リダックＭ錠１０ サンノーバ 後発品 54.80

内用薬 2189010F2094 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠「陽進」
１０ｍｇ

陽進堂 後発品 35.90

内用薬 2189010F2108 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバトルテ錠１０ 大正薬品工業 後発品 40.80

内用薬 2189010F2116 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバロン錠１０ ダイト 後発品 36.80 H23.3.31まで

内用薬 2189010F2124 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 アルセチン錠１０ 大洋薬品工業 後発品 42.60

内用薬 2189010F2132 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 タツプラミン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 37.90

内用薬 2189010F2167 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバレクト錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 54.80

内用薬 2189010F2183 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 マイバスタン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 75.40

内用薬 2189010F2191 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバリッチ錠１０ 日新製薬（山形） 後発品 54.80

内用薬 2189010F2205 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 メバン錠１０ 日医工 後発品 48.60

内用薬 2189010F2213 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタン錠１０ 日本薬品工業 後発品 63.10

内用薬 2189010F2221 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 コレリット錠１０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 39.20

内用薬 2189010F2256 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラメバン錠１０ 日医工ファーマ 後発品 31.30

内用薬 2189010F2264 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プロバチン錠１０ メディサ新薬 後発品 52.00 H24.3.31まで

内用薬 2189010F2272 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「チョーセイ」

長生堂製薬 後発品 44.70

内用薬 2189010F2280 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバピーク錠１０ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 32.70

内用薬 2189010F2302 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 47.80

内用薬 2189010F2310 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「Ｋ
Ｈ」

マイラン製薬 後発品 52.00

内用薬 2189010F2329 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タ
ナベ」

田辺三菱製薬 後発品 25.50
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内用薬 2189010F2337 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 23.20

内用薬 2189010F2345
プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 52.00 H23.11.28収載

内用薬 2189010F2353
プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 50.80 H23.11.28収載

内用薬 2189010S1029 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１包 オリピス内服液５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 72.70 H23.3.31まで

内用薬 2189010S2025 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１包 オリピス内服液１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 137.10 H23.3.31まで

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

Ａ」
大原薬品工業 後発品 43.90

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

ディオ
後発品 32.80

内用薬 2189011F1106 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポブロック錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 84.20
内用薬 2189011F1114 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポオフ錠５ 日医工 後発品 62.00
内用薬 2189011F1122 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポダウン錠５ メディサ新薬 後発品 59.60 H24.3.31まで
内用薬 2189011F1149 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンスタチン錠５ｍｇ 陽進堂 後発品 54.70
内用薬 2189011F1157 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポアウト錠５ 沢井製薬 後発品 66.10 H24.3.31まで
内用薬 2189011F1165 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 リポラＭ錠５ サンノーバ 後発品 53.30

内用薬 2189011F1181 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 56.80

内用薬 2189011F1190 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 66.10 H23.11.28収載

内用薬 2189011F1203 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 59.60 H23.11.28収載

内用薬 2189011F2021 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポバス錠１０ ＭＳＤ 254.90
内用薬 2189011F2030 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＯＨＡＲ

Ａ」
大原薬品工業 後発品 88.30

内用薬 2189011F2056 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポザート錠１０ 大洋薬品工業 後発品 102.80
内用薬 2189011F2064 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポダウン錠１０ メディサ新薬 後発品 151.50 H24.3.31まで
内用薬 2189011F2072 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポブロック錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 164.90
内用薬 2189011F2080 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 174.50
内用薬 2189011F2099 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポオフ錠１０ 日医工 後発品 115.00
内用薬 2189011F2102 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 88.30

内用薬 2189011F2110 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 90.30

内用薬 2189011F2129 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 リポバトール錠１０ キョーリンリメ
ディオ

後発品 73.30

内用薬 2189011F2137 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンスタチン錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 109.40 H23.11.28収載

内用薬 2189011F2145 シンバスタチン １０ｍｇ１錠
シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 後発品 106.60 H23.11.28収載

内用薬 2189011F2153 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 122.60 H23.11.28収載

内用薬 2189011F2161 シンバスタチン １０ｍｇ１錠
シンバスタチン錠１０ｍｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 69.40 H23.11.28収載

内用薬 2189011F2170 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 151.50 H23.11.28収載

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

Ａ」
大原薬品工業 後発品 267.40

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

ン」
マイラン製薬 後発品 223.30

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

内用薬 2189011F3087 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 リポバトール錠２０ キョーリンリメ
ディオ

後発品 149.30

内用薬 2189011F3095 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 238.40 H23.6.24収載

内用薬 2189011F3109 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 213.30 H23.6.24収載

内用薬 2189011F3117 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 リポブロック錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 322.90 H23.6.24収載

内用薬 2189011F3125 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンスタチン錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 218.80 H23.11.28収載

内用薬 2189011F3133 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠
シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 後発品 213.20 H23.11.28収載

内用薬 2189011F3141 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 227.40 H23.11.28収載

内用薬 2189011F3150 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠
シンバスタチン錠２０ｍｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 138.80 H23.11.28収載

内用薬 2189011F3168 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 リポザート錠２０ 大洋薬品工業 後発品 150.40 H23.11.28収載

内用薬 2189012F1020 フルバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ローコール錠１０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

43.90

内用薬 2189012F1038 フルバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.90

内用薬 2189012F1046 フルバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 28.90
内用薬 2189012F1054 フルバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 28.90

内用薬 2189012F1062 フルバスタチンナトリウ １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 28.90 H22.11.19収載

内用薬 2189012F2026 フルバスタチンナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ローコール錠２０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

78.00

内用薬 2189012F2034 フルバスタチンナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 55.10

内用薬 2189012F2042 フルバスタチンナトリウ ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 55.10
内用薬 2189012F2050 フルバスタチンナトリウ

ム
２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 55.10

内用薬 2189012F2069 フルバスタチンナトリウ ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 55.10 H22.11.19収載

内用薬 2189012F3022 フルバスタチンナトリウ
ム

３０ｍｇ１錠 ローコール錠３０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

113.30

内用薬 2189012F3030 フルバスタチンナトリウ ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 80.40
内用薬 2189012F3049 フルバスタチンナトリウ ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 80.40
内用薬 2189012F3057 フルバスタチンナトリウ

ム
３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 80.40

内用薬 2189012F3065 フルバスタチンナトリウ ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 80.40 H22.11.19収載

内用薬 2189014D2024 コレスチミド ８３％１ｇ コレバインミニ８３％ 田辺三菱製薬 61.20
内用薬 2189014F1029 コレスチミド ５００ｍｇ１錠 コレバイン錠５００ｍｇ 田辺三菱製薬 37.20
内用薬 2189015F1023 アトルバスタチンカルシ

ウム水和物
５ｍｇ１錠 リピトール錠５ｍｇ アステラス製薬 67.10
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内用薬 2189015F1031
アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

後発品 47.00 H23.11.28収載

内用薬 2189015F1040
アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 47.00 H23.11.28収載

内用薬 2189015F1058
アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.00 H23.11.28収載

内用薬 2189015F1066
アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 47.00 H23.11.28収載

内用薬 2189015F1074
アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.00 H23.11.28収載

内用薬 2189015F2020 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 リピトール錠１０ｍｇ アステラス製薬 128.00

内用薬 2189015F2038
アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

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

後発品 89.60 H23.11.28収載

内用薬 2189015F2046
アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 89.60 H23.11.28収載

内用薬 2189015F2054
アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 89.60 H23.11.28収載

内用薬 2189015F2062
アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 89.60 H23.11.28収載

内用薬 2189015F2070
アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 89.60 H23.11.28収載

内用薬 2189016F1028 ピタバスタチンカルシウ １ｍｇ１錠 リバロ錠１ｍｇ 興和 72.00
内用薬 2189016F2024 ピタバスタチンカルシウ ２ｍｇ１錠 リバロ錠２ｍｇ 興和 136.80
内用薬 2189017F1022 ロスバスタチンカルシウ ２．５ｍｇ１錠 クレストール錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 76.40
内用薬 2189017F2029 ロスバスタチンカルシウ ５ｍｇ１錠 クレストール錠５ｍｇ アストラゼネカ 148.10
内用薬 2189018F1027 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 ゼチーア錠１０ｍｇ ＭＳＤ 223.90
内用薬 2190003F1129 塩酸メクロフェノキサー

ト
１００ｍｇ１錠 ※ メクロサート錠（寿） 寿製薬 後発品 5.50

内用薬 2190003F1170 塩酸メクロフェノキサー
ト

１００ｍｇ１錠 ルシドリール錠１００ｍｇ 共和薬品工業 11.10

内用薬 2190004F1026 ガンマーアミノ酪酸 ２５０ｍｇ１錠 ガンマロン錠 第一三共 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2190004F1034 ガンマーアミノ酪酸 ２５０ｍｇ１錠 ガンマロン錠２５０ｍｇ 第一三共 6.20
内用薬 2190005C1032 イフェンプロジル酒石酸

塩
４％１ｇ リンブレーン細粒 辰巳化学 後発品 9.70 H22.6.30まで

内用薬 2190005C1040 イフェンプロジル酒石酸
塩

４％１ｇ セロクラール細粒４％ サノフィ・アベン
ティス

30.70

内用薬 2190005C1059
イフェンプロジル酒石酸
塩

４％１ｇ リンブレーン細粒４％ 辰巳化学 後発品 9.70
内用薬 2190005F1020

イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 アポノール錠１０ あすか製薬 後発品 5.60
内用薬 2190005F1098

イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 セリミック錠 ナガセ医薬品 後発品 5.40
内用薬 2190005F1187

イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 ヨウアジール 陽進堂 後発品 5.40 H22.6.30まで
内用薬 2190005F1209

イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 エンセロン錠１０ｍｇ 日医工 後発品 5.40
内用薬 2190005F1217

イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 イブロノール錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 2190005F1225 イフェンプロジル酒石酸

塩
１０ｍｇ１錠 セロクラール錠１０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
9.10

内用薬 2190005F1233
イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 ヨウアジール錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 2190005F1241 イフェンプロジル酒石酸 １０ｍｇ１錠 テクニス錠１０ 沢井製薬 後発品 5.40 H22.5.28収載

内用薬 2190005F1250 イフェンプロジル酒石酸 １０ｍｇ１錠 フレザニール錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40 H23.11.28収載

内用薬 2190005F1268 イフェンプロジル酒石酸 １０ｍｇ１錠 リンブレーン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.40 H23.11.28収載

内用薬 2190005F2027 イフェンプロジル酒石酸 ２０ｍｇ１錠 アポノール錠２０ あすか製薬 後発品 6.60
内用薬 2190005F2043

イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 エンセロン錠２０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2190005F2051 イフェンプロジル酒石酸

塩
２０ｍｇ１錠 セロクラール錠２０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
15.40

内用薬 2190005F2060 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 テクニス錠２０ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2190005F2108 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 フレザニール錠 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2190005F2124
イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 リンブレーン錠「２０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2190005F2140

イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 イブロノール錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2190005F2159

イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 フレザニール錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2190005F2167
イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 ヨウアジール錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60 H23.11.28収載

内用薬 2190006C1037 ニコチン酸トコフェロー ４０％１ｇ ユベラＮ細粒４０％ エーザイ 24.20
内用薬 2190006M1083 ニコチン酸トコフェロー

ル
１００ｍｇ１カプセル ニコビタ－Ｅ 日本薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2190006M1121 ニコチン酸トコフェロー
ル

１００ｍｇ１カプセル ＶＥニコチネートカプセル ニプロジェネファ 後発品 5.40 H22.6.30まで

内用薬 2190006M1156 ニコチン酸トコフェロー １００ｍｇ１カプセル ユベラＮカプセル１００ｍｇ エーザイ 6.20
内用薬 2190006M1164 ニコチン酸トコフェロー １００ｍｇ１カプセル ニチＥネートカプセル１００ｍｇ 日医工 後発品 5.40
内用薬 2190006M1172 ニコチン酸トコフェロー １００ｍｇ１カプセル バナールＮカプセル１００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 2190006M1180 ニコチン酸トコフェロー １００ｍｇ１カプセル ニコビタ－Ｅカプセル１００ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2190006M1199 ニコチン酸トコフェロー

ル
１００ｍｇ１カプセル ＶＥニコチネートカプセル１００ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.40

内用薬 2190006M2071 ニコチン酸トコフェロー ２００ｍｇ１カプセル トコエヌ２００ソフトカプセル 東海カプセル 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2190006M2110 ニコチン酸トコフェロー ２００ｍｇ１カプセル ニコ２００ソフトカプセル 堀井薬品工業 後発品 6.00
内用薬 2190006M2179 ニコチン酸トコフェロー ２００ｍｇ１カプセル ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ エーザイ 11.40
内用薬 2190006M2187 ニコチン酸トコフェロー

ル
２００ｍｇ１カプセル ケントンカプセル２００ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2190006M2195 ニコチン酸トコフェロー ２００ｍｇ１カプセル ＮＥソフトカプセル２００ｍｇ 東洋カプセル 後発品 5.70
内用薬 2190006M2209 ニコチン酸トコフェロー ２００ｍｇ１カプセル トコニジャストカプセル２００ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2190009A1030 ポリスチレンスルホン酸

ナトリウム
１ｇ 局 カリセラム－Ｎａ末 扶桑薬品工業 後発品 15.20

内用薬 2190009A1048 ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム

１ｇ 局 ケイキサレート散 鳥居薬品 22.90

内用薬 2190009R1025 ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム

７６％１ｇ ケイキサレートドライシロップ７６％ 鳥居薬品 20.00 H22.11.19収載

内用薬 2190011M1050 チトクロームＣ １０ｍｇ１カプセル チトレスト 持田製薬 137.20 H23.3.31まで
内用薬 2190016B1035 ポリスチレンスルホン酸

カルシウム
９６．７％１ｇ カリエードプラス散（分包）９６．

７％
東洋製薬化成 後発品 15.70

内用薬 2190016Q1020 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

２０％１ｇ アーガメイトゼリー 三和化学研究所 後発品 4.10 H22.6.30まで

内用薬 2190016Q2026 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

２０％２５ｇ１個 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 三和化学研究所 後発品 104.30

内用薬 2190016R2021 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

９２．５９％１ｇ カリメートドライシロップ９２．５
９％

興和 18.80

内用薬 2190016X1016 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 14.20

内用薬 2190016X1059 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリセラム末 扶桑薬品工業 16.00

内用薬 2190016X1105 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリメート散 興和 17.70

内用薬 2190016X1113 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリエード散 東洋製薬化成 17.70

内用薬 2190016X1121 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 ポスカール散 シオエ製薬 16.00
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内用薬 2190018F2059 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

１ｍｇ１錠 エポス錠１ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 2190018F2105 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

１ｍｇ１錠 バソラックス錠１ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2190018F2121 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

１ｍｇ１錠 ヒデルギン舌下錠１ｍｇ ノバルティス
ファーマ

13.90

内用薬 2190018F2130 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

１ｍｇ１錠 エルメサット錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 2190018F2148
ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

１ｍｇ１錠
ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠
１ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60 H23.11.28収載

内用薬 2190018F3039 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

２ｍｇ１錠 エポス錠２ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 2190018F3063 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

２ｍｇ１錠 エルメサット錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 2190018F3110 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

２ｍｇ１錠 バソラックス錠２ｍｇ マイラン製薬 後発品 6.30

内用薬 2190018F3136 ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

２ｍｇ１錠 ヒデルギン錠２ｍｇ ノバルティス
ファーマ

23.80

内用薬 2190018F3160
ジヒドロエルゴトキシン
メシル酸塩

２ｍｇ１錠
ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠
２ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60 H23.11.28収載

内用薬 2190021B1087 ニセルゴリン １％１ｇ 局 ウインクルＮ散１％ 大原薬品工業 後発品 21.60 H24.3.31まで
内用薬 2190021B1095 ニセルゴリン １％１ｇ 局 サアミオン散１％ 田辺三菱製薬 80.10
内用薬 2190021C1040 ニセルゴリン １％１ｇ 局 サワチオン細粒１％ 沢井製薬 後発品 22.20
内用薬 2190021F1011 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠 後発品 8.10
内用薬 2190021F1291 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 バソゴリンＳ錠５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.70
内用薬 2190021F1305 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ヒルブリンＮ錠５ｍｇ 日医工 後発品 8.70
内用薬 2190021F1348 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サアミオン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 37.30
内用薬 2190021F1356 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サワチオン錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 9.60
内用薬 2190021F1364 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.70
内用薬 2190021F1372 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サルモシン錠５ｍｇ ニプロファーマ 後発品 10.20
内用薬 2190021F1380 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 マリレオンＮ錠５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 9.30
内用薬 2190021F1410 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ソクワール錠５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 9.60
内用薬 2190022F1016 アメジニウムメチル硫酸

塩
１０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩１０ｍｇ錠 後発品 9.40 H23.11.11一般名等

内用薬 2190022F1024 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 リズミック錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 52.70

内用薬 2190022F1059 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 アメジール錠１０ メディサ新薬 後発品 12.40

内用薬 2190022F1067 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 アメジニン錠１０ｍｇ 日医工 後発品 12.40

内用薬 2190022F1075 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 イピノテック錠１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 16.60

内用薬 2190022F1105 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 ソルムフリン錠１０ 全星薬品工業 後発品 11.70 H23.3.31まで

内用薬 2190022F1113 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 ダイアリード錠１０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 18.80

内用薬 2190022F1121 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 パルセキオン錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 12.80

内用薬 2190022F1156 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 リズマイル錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 11.70

内用薬 2190022F1164 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 リズミラート錠１０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 12.10

内用薬 2190022F1172 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 リズメリック錠１０ 小林化工 後発品 11.10

内用薬 2190023F1029 塩酸ロメリジン ５ｍｇ１錠 テラナス錠５ ＭＳＤ 32.60
内用薬 2190023F1037 塩酸ロメリジン ５ｍｇ１錠 ミグシス錠５ｍｇ ファイザー 32.60
内用薬 2190024C1027 沈降炭酸カルシウム ８３％１ｇ カルタン細粒８３％ マイラン製薬 10.60
内用薬 2190024F1023 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 カルタン錠５００ マイラン製薬 6.30
内用薬 2190024F1031 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 カルタレチン錠５００ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2190024F1040 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三

和」
三和化学研究所 後発品 5.70

内用薬 2190024F2020 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 カルタン錠２５０ マイラン製薬 5.80
内用薬 2190024F2038 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ「三

和」
三和化学研究所 後発品 5.60

内用薬 2190024F2046 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 カルタレチン錠２５０ 大洋薬品工業 後発品 5.50 H23.11.28収載

内用薬 2190024F3026 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 カルタンＯＤ錠２５０ｍｇ マイラン製薬 5.80 H22.5.28収載

内用薬 2190024F4022 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 カルタンＯＤ錠５００ｍｇ マイラン製薬 6.30 H22.5.28収載

内用薬 2190025F1028 塩酸セベラマー ２５０ｍｇ１錠 フォスブロック錠２５０ｍｇ 協和発酵キリン 29.80
内用薬 2190025F1036 塩酸セベラマー ２５０ｍｇ１錠 レナジェル錠２５０ｍｇ 中外製薬 30.10
内用薬 2190025F2024 塩酸セベラマー ４００ｍｇ１錠 セベラマー塩酸塩錠４００ｍｇ「Ｇ」 中外製薬 39.00 H23.5.20収載

内用薬 2190025F3020 塩酸セベラマー ８００ｍｇ１錠 セベラマー塩酸塩錠８００ｍｇ「Ｇ」 中外製薬 57.30 H23.5.20収載

内用薬 2190026F1022 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 トラクリア錠６２．５ｍｇ アクテリオン
ファーマシュー
ティカルズジャパ
ン

4,370.10

内用薬 2190027G1022 ベラプロストナトリウム ６０μｇ１錠 ケアロードＬＡ錠６０μｇ 東レ 235.90
内用薬 2190027G1030 ベラプロストナトリウム ６０μｇ１錠 ベラサスＬＡ錠６０μｇ 科研製薬 235.90
内用薬 2190028F1021 クエン酸シルデナフィル ２０ｍｇ１錠 レバチオ錠２０ｍｇ ファイザー 1,179.80
内用薬 2190029F1026 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ホスレノールチュアブル錠２５０ｍｇ バイエル薬品 194.10

内用薬 2190029F2022 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 ホスレノールチュアブル錠５００ｍｇ バイエル薬品 284.80

内用薬 2190030F1029 タダラフィル ２０ｍｇ１錠 アドシルカ錠２０ｍｇ 日本イーライリ
リー

1,720.80

内用薬 2190031F1023 アンブリセンタン ２．５ｍｇ１錠 ヴォリブリス錠２．５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

4,910.00 H22.9.17収載

内用薬 2190101F1020 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠１番 ファイザー 94.10

内用薬 2190102F1025 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠２番 ファイザー 149.00

内用薬 2190103F1020 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠３番 ファイザー 123.30

内用薬 2190104F1024 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠４番 ファイザー 178.10

内用薬 2221002B2011 エフェドリン塩酸塩 １０％１ｇ 局 エフェドリン塩酸塩散１０％ 12.40 H23.11.11一般名等

内用薬 2221002B2046 エフェドリン塩酸塩 １０％１ｇ 局 「純生」エフェドリン散 純生薬品工業 13.90
内用薬 2221002B2070 エフェドリン塩酸塩 １０％１ｇ 局 塩酸エフェドリン散１０％「ホエイ」 マイラン製薬 16.50 H23.3.31まで
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内用薬 2221002B2100 エフェドリン塩酸塩 １０％１ｇ 局 エフェドリン塩酸塩散１０％「マルイ
シ」

丸石製薬 16.00

内用薬 2221002F1017 エフェドリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 エフェドリン塩酸塩錠 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 2221002X1012 エフェドリン塩酸塩 １ｇ 局 エフェドリン塩酸塩 107.90 H23.11.11一般名等

内用薬 2221003B2016 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散１
０％

6.90 H23.11.11一般名等

内用薬 2221003B2067 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 メチエフ散１０％ 田辺三菱製薬 8.70

内用薬 2221003B2083 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 メチルエフェドリン散１０％「フ
ソー」

扶桑薬品工業 8.50

内用薬 2221003B2113 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 メチルホエドリン散１０％ マイラン製薬 7.20

内用薬 2221003B2156 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン散１
０％「メタル」

中北薬品 8.40

内用薬 2221003B2180 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散１
０％「マルイシ」

丸石製薬 7.40

内用薬 2221003X1017 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１ｇ 局 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩 37.40 H24.3.31まで H23.11.11一般名等

内用薬 2222001A1012 ノスカピン １ｇ 局 ノスカピン 236.00
内用薬 2223001B1201 臭化水素酸デキストロメ

トルファン
１０％１ｇ シーサール散１０％ 東和薬品 後発品 9.40

内用薬 2223001B1210 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ メジコン散１０％ 塩野義製薬 25.80

内用薬 2223001B1228 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ デキストファン散１０％ ニプロファーマ 後発品 9.40

内用薬 2223001B1236 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ ハイフスタン散１０％ 日医工ファーマ 後発品 9.20

内用薬 2223001B1244 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ メゼック散１０％ 大洋薬品工業 後発品 9.20

内用薬 2223001C1037 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ アストマリ細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 10.20

内用薬 2223001F2099 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１５ｍｇ１錠 メジコン錠１５ｍｇ 塩野義製薬 5.80

内用薬 2223001F2102 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１５ｍｇ１錠 シーサール錠１５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2223001F2110 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１５ｍｇ１錠 デトメファン錠１５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60

内用薬 2223001F2129 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１５ｍｇ１錠 アストマリ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2224001C1050 ペントキシベリンクエン
酸塩

１０％１ｇ パトコン細粒１０％ ザイダスファーマ 後発品 12.00

内用薬 2224001F1022 ペントキシベリンクエン
酸塩

１０ｍｇ１錠 ガイレス錠「イセイ」 イセイ 後発品 5.40 H22.6.30まで

内用薬 2224001F1049 ペントキシベリンクエン
酸塩

１０ｍｇ１錠 ガイレス錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.40

内用薬 2224001F3025 ペントキシベリンクエン
酸塩

１５ｍｇ１錠 アストマトップ 鶴原製薬 後発品 5.40 H22.6.30まで

内用薬 2224001F3114 ペントキシベリンクエン
酸塩

１５ｍｇ１錠 アストマトップ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 2224001F4021 ペントキシベリンクエン
酸塩

３０ｍｇ１錠 アトミンＳ 長生堂製薬 後発品 5.40 H22.6.30まで

内用薬 2224001F4048 ペントキシベリンクエン
酸塩

３０ｍｇ１錠 ペントキシベリンクエン酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 5.40

内用薬 2224001M1064 ペントキシベリンクエン
酸塩

３０ｍｇ１カプセル ペントキシベリンクエン酸塩カプセル
３０ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.40 H23.3.31まで

内用薬 2224001N1043 ペントキシベリンクエン
酸塩

３０ｍｇ１カプセル トクレススパンスールカプセル３０ｍ
ｇ

大日本住友製薬 11.90

内用薬 2224001Q1031 ペントキシベリンクエン
酸塩

０．２５％１０ｍＬ タカベタンシロップ０．２５％ 高田製薬 後発品 13.40 H24.3.31まで

内用薬 2229001B1051 リン酸ジメモルファン １０％１ｇ アストミン散１０％ アステラス製薬 47.80
内用薬 2229001B1060 リン酸ジメモルファン １０％１ｇ ホフバン散１０％ 辰巳化学 後発品 38.70
内用薬 2229001F1053 リン酸ジメモルファン １０ｍｇ１錠 アストミン錠１０ｍｇ アステラス製薬 5.70
内用薬 2229001F1061 リン酸ジメモルファン １０ｍｇ１錠 ホフバン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2229001Q1054 リン酸ジメモルファン ０．２５％１ｍＬ アストミンシロップ０．２５％ アステラス製薬 3.80
内用薬 2229001Q1062 リン酸ジメモルファン ０．２５％１ｍＬ ホフバンシロップ０．２５％ 辰巳化学 後発品 2.80
内用薬 2229001R1025 リン酸ジメモルファン ２．５％１ｇ ジメモルミンドライシロップ２．５％ 高田製薬 後発品 13.50

内用薬 2229002D1030 塩酸クロフェダノール ４．１７％１ｇ コルドリン顆粒４．１７％ 日本新薬 27.40
内用薬 2229002F1031 塩酸クロフェダノール １２．５ｍｇ１錠 コルドリン錠１２．５ｍｇ 日本新薬 9.00
内用薬 2229004F1022 塩酸クロペラスチン １０ｍｇ１錠 フスタゾール糖衣錠 田辺三菱製薬 6.00 H22.6.30まで
内用薬 2229004F1030 塩酸クロペラスチン １０ｍｇ１錠 フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.00
内用薬 2229006B1038 フェンジゾ酸クロペラス

チン
１０％１ｇ フスタゾール散１０％ 田辺三菱製薬 20.80

内用薬 2229006F1021 フェンジゾ酸クロペラス
チン

２．５ｍｇ１錠 小児用フスタゾール錠 田辺三菱製薬 6.00 H22.6.30まで

内用薬 2229006F1030 フェンジゾ酸クロペラス
チン

２．５ｍｇ１錠 フスタゾール錠小児用２．５ｍｇ 田辺三菱製薬 6.00

内用薬 2229006Q1022 フェンジゾ酸クロペラス
チン

０．２％１０ｍＬ フスタゾールシロップ 同仁医薬化工 後発品 21.80 H22.6.30まで

内用薬 2229006Q1030 フェンジゾ酸クロペラス
チン

０．２％１０ｍＬ フスタゾールシロップ０．２％ 同仁医薬化工 後発品 21.80

内用薬 2229007F1042 リン酸ベンプロペリン ２０ｍｇ１錠 フラベリック錠２０ｍｇ ファイザー 5.90
内用薬 2229100B1039 鎮咳配合剤 １ｇ クロフェドリンＳ散 キョーリンリメ

ディオ
6.20 H22.6.30まで

内用薬 2229100B1047 鎮咳配合剤 １ｇ ニチコデ散 日医工 後発品 6.30 H22.6.30まで
内用薬 2229100B1098 鎮咳配合剤 １ｇ プラコデ散 小林化工 後発品 6.50 H22.6.30まで
内用薬 2229100B1101 鎮咳配合剤 １ｇ クロフェドリンＳ配合散 キョーリンリメ

ディオ
6.20

内用薬 2229100B1110 鎮咳配合剤 １ｇ ニチコデ配合散 日医工 後発品 6.30
内用薬 2229100B1128 鎮咳配合剤 １ｇ プラコデ配合散 小林化工 後発品 6.50
内用薬 2229101F1027 鎮咳配合剤 １錠 クロフェドリンＳ錠 キョーリンリメ

ディオ
5.40 H22.6.30まで

内用薬 2229101F1035 鎮咳配合剤 １錠 フスコデ錠 アボットジャパン 5.80 H22.6.30まで
内用薬 2229101F1043 鎮咳配合剤 １錠 フスコブロン錠 大洋薬品工業 後発品 5.40 H23.3.31まで
内用薬 2229101F1051 鎮咳配合剤 １錠 クロフェドリンＳ配合錠 キョーリンリメ

ディオ
5.40

内用薬 2229101F1060 鎮咳配合剤 １錠 フスコデ配合錠 アボットジャパン 5.80
内用薬 2229102Q1022 鎮咳配合剤 １ｍＬ クロフェドリンＳシロップ キョーリンリメ

ディオ
3.50 H22.6.30まで

内用薬 2229102Q1030 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコデシロップ アボットジャパン 3.50 H22.6.30まで
内用薬 2229102Q1049 鎮咳配合剤 １ｍＬ フステンシロップ 同仁医薬化工 3.50 H23.8.31まで
内用薬 2229102Q1057 鎮咳配合剤 １ｍＬ プラコデシロツプ 小林化工 後発品 3.50 H22.6.30まで
内用薬 2229102Q1065 鎮咳配合剤 １ｍＬ ミゼロンシロップ「イセイ」 イセイ 3.50 H22.6.30まで
内用薬 2229102Q1073 鎮咳配合剤 １ｍＬ ライトゲンシロップＴ 帝人ファーマ 4.00 H22.6.30まで
内用薬 2229102Q1081 鎮咳配合剤 １ｍＬ ムコブロチンシロップ 東和薬品 後発品 3.50 H22.6.30まで
内用薬 2229102Q1103 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコブロンシロップ 大洋薬品工業 後発品 3.50 H22.6.30まで
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内用薬 2229102Q1111 鎮咳配合剤 １ｍＬ クロフェドリンＳ配合シロップ キョーリンリメ
ディオ

3.50

内用薬 2229102Q1120 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコデ配合シロップ アボットジャパン 3.50
内用薬 2229102Q1138 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコブロン配合シロップ 大洋薬品工業 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1146 鎮咳配合剤 １ｍＬ プラコデ配合シロップ 小林化工 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1154 鎮咳配合剤 １ｍＬ ミゼロン配合シロップ イセイ 3.50
内用薬 2229102Q1162 鎮咳配合剤 １ｍＬ ムコブロチン配合シロップ 東和薬品 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1170 鎮咳配合剤 １ｍＬ ライトゲン配合シロップ 帝人ファーマ 4.00
内用薬 2229102Q1189 鎮咳配合剤 １ｍＬ フステン配合シロップ 同仁医薬化工 3.50 H22.11.19収載

内用薬 2229103Q1027 鎮咳配合剤 １ｍＬ 強力セキールシロップ 日医工ファーマ 2.60 H22.6.30まで
内用薬 2229103Q1035 鎮咳配合剤 １ｍＬ セキール配合シロップ 日医工ファーマ 2.60 H23.3.31まで
内用薬 2229104M1020 ジプロフィリン・メトキ

シフェナミン配合剤
１カプセル アストーマカプセル 日医工 後発品 5.40 H22.6.30まで

内用薬 2229104M1038 ジプロフィリン・メトキ
シフェナミン配合剤

１カプセル アストーマ配合カプセル 日医工 後発品 5.40

内用薬 2229111F1039 ジプロフィリン・ノスカ
ピン配合剤

１錠 アストフィリン錠 サンノーバ 6.10 H22.6.30まで

内用薬 2229111F1047 ジプロフィリン・ノスカ
ピン配合剤

１錠 アストフィリン配合錠 サンノーバ 6.10

内用薬 2229112F1025 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジンＭ錠 マルホ 20.60 H22.6.30まで

内用薬 2229112F1033 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジン配合胃溶錠 マルホ 20.60

内用薬 2229112H2022 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジンＤ錠 マルホ 20.60 H22.6.30まで

内用薬 2229112H2030 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジン配合腸溶錠 マルホ 20.60

内用薬 2229114F2020 ジプロフィリン・ジヒド
ロコデイン配合剤

１錠 カフコデＮ錠 マイラン製薬 6.40 H22.6.30まで

内用薬 2229114F2039 ジプロフィリン・ジヒド
ロコデイン配合剤

１錠 カフコデＮ配合錠 マイラン製薬 6.40

内用薬 2231001Q1010 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ 13.40
内用薬 2231001Q1036 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ「ケンエー」 健栄製薬 15.30
内用薬 2231001Q1044 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ　シオエ シオエ製薬 15.30
内用薬 2231001Q1060 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ〈ハチ〉 東洋製薬化成 15.60
内用薬 2231001Q1079 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ「メタル」 中北薬品 15.30
内用薬 2232001X1011 アンモニア・ウイキョウ １０ｍＬ 局 アンモニア・ウイキョウ精 26.40
内用薬 2232001X1097 アンモニア・ウイキョウ

精
１０ｍＬ 局 アンモニア・ウイキョウ精「マルイ

シ」
丸石製薬 27.00

内用薬 2233001F1137 塩酸Ｌ－エチルシステイ １００ｍｇ１錠 シスエースＴ 東邦新薬 後発品 5.70
内用薬 2233001F1234 塩酸Ｌ－エチルシステイ １００ｍｇ１錠 チスタニン糖衣錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 9.80
内用薬 2233002C1054 カルボシステイン ５０％１ｇ Ｃ－チステン細粒５０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2233002C1062 カルボシステイン ５０％１ｇ ムコダイン細粒５０％ 杏林製薬 16.40
内用薬 2233002C1070 カルボシステイン ５０％１ｇ ルボラボン細粒５０％ イセイ 後発品 7.00
内用薬 2233002F1026 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カージリン錠 ナガセ医薬品 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 2233002F1174 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコダイン錠２５０ｍｇ 杏林製薬 10.00
内用薬 2233002F1182 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 クインスロン錠２５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2233002F1190 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルブタン錠２５０ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.80
内用薬 2233002F1204 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 メチスタ錠２５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2233002F1212 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 サワテン錠２５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2233002F1220 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 シスダイン錠２５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2233002F1239 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコトロン錠２５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2233002F1255 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 シスカルボン錠２５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2233002F1263 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコチオ錠２５０ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2233002F1271 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 Ｃ－チステン錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2233002F2022 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 ムコダイン錠５００ｍｇ 杏林製薬 18.10
内用薬 2233002F2030 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 メチスタ錠５００ｍｇ 東和薬品 後発品 9.40
内用薬 2233002F2049 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 8.90

内用薬 2233002F2057 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 サワテン錠５００ｍｇ 沢井製薬 後発品 8.90 H22.5.28収載

内用薬 2233002F2065 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 クインスロン錠５００ｍｇ 辰巳化学 後発品 8.90 H22.11.19収載

内用薬 2233002F2073 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 シスダイン錠５００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 8.90 H22.11.19収載

内用薬 2233002F2081 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 Ｃ－チステン錠５００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 8.90 H23.6.24収載

内用薬 2233002F2090 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 ムコチオ錠５００ｍｇ 小林化工 後発品 8.90 H23.11.28収載

内用薬 2233002Q1027 カルボシステイン ５％１ｍＬ Ｃ－チステンシロップ５％ 鶴原製薬 後発品 2.60
内用薬 2233002Q1035 カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコダインシロップ５％ 杏林製薬 6.00
内用薬 2233002Q1043 カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコトロンシロップ５％ 大洋薬品工業 後発品 2.60
内用薬 2233002Q1094 カルボシステイン ５％１ｍＬ メチスタシロップ小児用５％ 東和薬品 後発品 2.60
内用薬 2233002Q1108 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「タカ

タ」
高田製薬 後発品 2.60 H22.11.19収載

内用薬 2233002R1030 カルボシステイン ３３．３％１ｇ ムコダインＤＳ３３．３％ 杏林製薬 26.60 H24.3.31まで
内用薬 2233002R1049 カルボシステイン ３３．３％１ｇ カルボシステインドライシロップ３

３．３％「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 10.60

内用薬 2233002R1057 カルボシステイン ３３．３％１ｇ メチスタＤＳ３３．３％ 東和薬品 後発品 10.60 H22.5.28収載

内用薬 2233002R2029 カルボシステイン ５０％１ｇ ムコダインＤＳ５０％ 杏林製薬 37.70 H22.5.28収載

内用薬 2233002R2037 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「タカ
タ」

高田製薬 後発品 14.30 H22.11.19収載

内用薬 2233002S1040 カルボシステイン １０％１ｍＬ ムコチオシロップ１０％ 小林化工 後発品 6.40
内用薬 2233003F1187 Ｌ－塩酸メチルシステイ ５０ｍｇ１錠 ペクタイト錠５０ｍｇ キッセイ薬品工業 5.40
内用薬 2233003F1195 Ｌ－塩酸メチルシステイ ５０ｍｇ１錠 Ｍ－チステン錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40 H23.3.31まで
内用薬 2233003F2027 Ｌ－塩酸メチルシステイ １００ｍｇ１錠 Ｍ－チステン（１００） 鶴原製薬 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2233003F2078 Ｌ－塩酸メチルシステイ １００ｍｇ１錠 ペクタイト錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 8.20
内用薬 2233003F2086 Ｌ－塩酸メチルシステイ １００ｍｇ１錠 ゼオチン錠１００ｍｇ トーアエイヨー 後発品 11.90
内用薬 2233004F1025 フドステイン ２００ｍｇ１錠 クリアナール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 12.10

内用薬 2233004F1033 フドステイン ２００ｍｇ１錠 スペリア錠２００ 久光製薬 12.10
内用薬 2233004S1023 フドステイン ８％１ｍＬ クリアナール内用液８％ 同仁医薬化工 11.80
内用薬 2233004S1031 フドステイン ８％１ｍＬ スペリア内用液８％ 久光製薬 11.80
内用薬 2234001C2037 ブロムヘキシン塩酸塩 ２％１ｇ ビソルボン細粒２％ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
21.60

内用薬 2234001F1070 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 コフメジン錠 日新製薬（山形） 後発品 5.00 H24.3.31まで
内用薬 2234001F1142 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ビソポロン錠 日医工ファーマ 後発品 5.00 H22.6.30まで
内用薬 2234001F1258 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 塩酸ブロムヘキシン錠「クニヒロ」４

ｍｇ
皇漢堂製薬 後発品 5.00 H24.3.31まで

内用薬 2234001F1266 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 フルペン錠４ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.00
内用薬 2234001F1274 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ルンボン錠４ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.00 H23.3.31まで
内用薬 2234001F1282 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 レベルボン錠４ｍｇ 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 2234001F1290 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ハピスオル錠４ｍｇ イセイ 後発品 5.00
内用薬 2234001F1304 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.00 H24.3.31まで



51 / 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 2234001F1312 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ビソルボン錠４ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

6.00

内用薬 2234001F1320 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ビソポロン錠４ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.00

内用薬 2234001F1339 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「クニ
ヒロ」

皇漢堂製薬 後発品 5.00 H23.11.28収載

内用薬 2234001Q1089 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ フルペンシロップ０．０８％ 沢井製薬 後発品 2.00 H23.3.31まで
内用薬 2234001Q1097 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ レベルボンシロップ０．０８％ 東和薬品 後発品 1.40
内用薬 2234001Q1100 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ハピスオルシロップ０．０８％ イセイ 後発品 1.50
内用薬 2234001Q1119 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ビソルボンシロップ０．０８％ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
4.20

内用薬 2234001Q2069 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．
２％「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 1.80

内用薬 2239001C1037 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ フストレス細粒１．５％ 大洋薬品工業 後発品 10.20 H22.6.30まで
内用薬 2239001C1045 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ アンブロキソール塩酸塩細粒１．５％

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 10.20

内用薬 2239001C2033 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ アンブロン細粒３％ ザイダスファーマ 後発品 8.40
内用薬 2239001F1025 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコソルバン錠 帝人ファーマ 21.80 H22.6.30まで
内用薬 2239001F1262 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ポノフェン錠 あすか製薬 後発品 5.70 H22.6.30まで
内用薬 2239001F1335 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコブリン錠１５ｍｇ 龍角散 後発品 5.60
内用薬 2239001F1378 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 セルマキール錠 日新製薬（山形） 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2239001F1432 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 塩酸アンブロキソール錠「クニヒロ」

１５ｍｇ
皇漢堂製薬 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 2239001F1440 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ノンタス錠１５ｍｇ 東洋製薬化成 後発品 5.70
内用薬 2239001F1459 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アントブロン錠１５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2239001F1467 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ

「サワイ」
メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2239001F1475 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2239001F1483 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 塩酸アンブロキソール錠１５ｍｇ「Ｐ
Ｈ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.60

内用薬 2239001F1491 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 コフノール錠１５ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2239001F1505 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 シンセラキン錠１５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 2239001F1513 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ソロムコ錠１５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2239001F1521 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 フズレバン錠１５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2239001F1530 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンキソール錠１５ｍｇ わかもと製薬 後発品 5.60
内用薬 2239001F1548 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ダイオリール錠１５ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 5.70
内用薬 2239001F1556 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 プルスマリンＡ錠１５ｍｇ ローマン工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1564 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコソレート錠１５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1572 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ

「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 2239001F1580 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2239001F1599 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 グリンクール錠１５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1602 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 コトブロール錠１５ｍｇ 寿製薬 後発品 5.70
内用薬 2239001F1610 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 バンブロアン錠１５ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2239001F1629 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ブローミィ錠１５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.70 H23.3.31まで
内用薬 2239001F1637 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコキール錠１５ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2239001F1645 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 コンズール錠１５ｍｇ 原沢製薬工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1653 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコアストマリ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2239001F1661 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコサール錠１５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
後発品 13.90

内用薬 2239001F1670 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 セルマキール錠１５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2239001F1688 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ポノフェン錠１５ｍｇ あすか製薬 後発品 5.70
内用薬 2239001F1696 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコソルバン錠１５ｍｇ 帝人ファーマ 21.80
内用薬 2239001F1700 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ

「タナベ」
長生堂製薬 後発品 5.60 H22.5.28収載

内用薬 2239001F1718 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
「クニヒロ」

皇漢堂製薬 後発品 5.60 H23.11.28収載

内用薬 2239001N1020 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ムコソルバンＬカプセル 帝人ファーマ 76.20 H22.6.30まで
内用薬 2239001N1046 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ゼンブロンＬカプセル４５ 全星薬品工業 後発品 41.00
内用薬 2239001N1054 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ムコソレートＬカプセル４５ 大正薬品工業 後発品 41.00
内用薬 2239001N1062 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アントブロンＬカプセル４５ 東和薬品 後発品 43.90
内用薬 2239001N1070 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル コフノールＬカプセル４５ 日医工 後発品 45.80
内用薬 2239001N1097 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ムコセラムＬカプセル４５ 大洋薬品工業 後発品 32.10 H22.6.30まで
内用薬 2239001N1100 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ポノフェンＳＲカプセル４５ あすか製薬 後発品 53.60
内用薬 2239001N1119 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４

５ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 37.30

内用薬 2239001N1127 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル フズレバンＬカプセル４５ｍｇ 辰巳化学 後発品 36.50
内用薬 2239001N1135 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
76.20

内用薬 2239001N1143 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル
４５ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 32.10 H24.3.31まで

内用薬 2239001N1151 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ムコソルバンＬカプセル４５ｍｇ 帝人ファーマ 76.20
内用薬 2239001Q1026 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ ムコソルバンシロップ 帝人ファーマ 12.50 H22.6.30まで
内用薬 2239001Q1107 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アントブロンシロップ小児用０．３％ 東和薬品 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1115 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩シロップ小児
用０．３％「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1131 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ フズレバンシロップ０．３％ 辰巳化学 後発品 5.10
内用薬 2239001Q1140 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ プルスマリンＡシロップ小児用０．

３％
ローマン工業 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1158 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ サイプロールシロップ０．３％ 岩城製薬 後発品 5.10
内用薬 2239001Q1166 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ 帝人ファーマ 12.50

内用薬 2239001R1072 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ 帝人ファーマ 48.90
内用薬 2239001R1080 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ 小児用ムコソレートドライシロップ

１．５％
大正薬品工業 後発品 15.50 H24.3.31まで

内用薬 2239001R1099 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ シンセラキンＤ．Ｓ．小児用１．５％ ニプロジェネファ 後発品 16.30 H23.3.31まで

内用薬 2239001R1102 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ プルスマリンＡドライシロップ小児用
１．５％

高田製薬 後発品 45.90

内用薬 2239001R1110 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ ムコサールドライシロップ１．５％ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

50.80

内用薬 2239001R2028 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ プルスマリンＡ３％ＤＳ 高田製薬 後発品 35.40
内用薬 2239001R2044 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ ムコソルバンＤＳ３％ 帝人ファーマ 92.80
内用薬 2239001S1015 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩０．７５％液 後発品 5.80 H23.11.11一般名等

内用薬 2239001S1023 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ ムコソルバン液 帝人ファーマ 28.50 H22.6.30まで
内用薬 2239001S1074 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ 塩酸アンブロキソール内用液０．７

５％「ＰＨ」
キョーリンリメ
ディオ

後発品 6.20

内用薬 2239001S1082 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７
５％「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 6.80 H22.8.31まで
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内用薬 2239001S1090 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７
５％「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.60

内用薬 2239001S1112 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ ムコソルバン内用液０．７５％ 帝人ファーマ 28.50
内用薬 2239001S1120 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７

５％「タナベ」
長生堂製薬 後発品 6.80

内用薬 2239001S2038 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ ブローミィ内服液０．３％ 日医工ファーマ 後発品 10.90
内用薬 2241001X1010 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水 16.30
内用薬 2241001X1053 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水　シオエ シオエ製薬 17.00
内用薬 2241001X1100 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水「マルイシ」 丸石製薬 17.00
内用薬 2241001X1118 キョウニン水 １０ｍＬ 局 ※ キョウニン水（山善） 山善製薬 17.00
内用薬 2241001X1142 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水「ＪＧ」 日本ジェネリック 17.00
内用薬 2241002B1026 シャゼンソウエキス １ｇ フスタギン末 第一三共 6.20 H23.3.31まで

内用薬 2241002S1026 シャゼンソウエキス １０ｍＬ フスタギン液 第一三共 23.80 H23.3.31まで
内用薬 2241003B1039 オウヒエキス １ｇ ブロチン末６．６％ 第一三共 6.20 H23.3.31まで
内用薬 2241003S1020 オウヒエキス １０ｍＬ サリパラ液 丸石製薬 後発品 20.60
内用薬 2241003S1047 オウヒエキス １０ｍＬ ブロチン液３．３％ 第一三共 24.30 H22.6.30まで
内用薬 2241003S1055 オウヒエキス １０ｍＬ ブロチンシロップ３．３％ 第一三共 24.30
内用薬 2242001B2017 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％ 7.90 H23.11.11一般名等

内用薬 2242001B2041 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「コトブキ」 寿製薬 8.10

内用薬 2242001B2106 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「タケダ」 武田薬品工業 8.90 H22.8.31まで
内用薬 2242001B2122 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％〈ハチ〉 東洋製薬化成 8.30
内用薬 2242001B2149 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「フソー」 扶桑薬品工業 8.90
内用薬 2242001B2173 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「ホエイ」 マイラン製薬 8.10
内用薬 2242001B2203 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「イワキ」 岩城製薬 8.30
内用薬 2242001B2211 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「メタル」 中北薬品 9.30
内用薬 2242001B2238 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「シオエ」 シオエ製薬 8.60
内用薬 2242001B2246 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タカタ」 高田製薬 8.10
内用薬 2242001B2254 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タナベ」 田辺三菱製薬工場 8.90
内用薬 2242001B2270 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「マルイシ」 丸石製薬 8.90

内用薬 2242001B2289 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「第一三共」 第一三共 8.90

内用薬 2242001B2300 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タケダ」 武田薬品工業 8.90
内用薬 2242001F1012 コデインリン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 コデインリン酸塩錠 10.90 H23.11.11一般名等

内用薬 2242002B2011 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 8.50 H23.11.11一般名等

内用薬 2242002B2020 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ヒドロコデイン散「イセイ」 イセイ 9.10 H22.6.30まで

内用薬 2242002B2097 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「タケ
ダ」

武田薬品工業 9.10 H22.8.31まで

内用薬 2242002B2100 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％〈ハ
チ〉

東洋製薬化成 9.20

内用薬 2242002B2127 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「フ
ソー」

扶桑薬品工業 9.10

内用薬 2242002B2151 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「ホエ
イ」

マイラン製薬 8.70

内用薬 2242002B2186 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「イワ
キ」

岩城製薬 9.10

内用薬 2242002B2194 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「メタ
ル」

中北薬品 8.70

内用薬 2242002B2216 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「シ
オエ」

シオエ製薬 9.20

内用薬 2242002B2224 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「タ
カタ」

高田製薬 9.10

内用薬 2242002B2240 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「マ
ルイシ」

丸石製薬 9.10

内用薬 2242002B2259 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「第
一三共」

第一三共 9.20

内用薬 2242002B2267 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「イ
セイ」

イセイ 9.10

内用薬 2242002B2275 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「タ
ケダ」

武田薬品工業 9.10

内用薬 2249001C1033 塩酸エプラジノン １０％１ｇ レスプレン細粒１０％ 中外製薬 23.30 H23.3.31まで
内用薬 2249001F1030 塩酸エプラジノン ５ｍｇ１錠 レスプレン錠５ｍｇ 中外製薬 5.70
内用薬 2249001F2079 塩酸エプラジノン ２０ｍｇ１錠 レスプレン錠２０ｍｇ 中外製薬 5.70
内用薬 2249001F3032 塩酸エプラジノン ３０ｍｇ１錠 レスプレン錠３０ｍｇ 中外製薬 6.90
内用薬 2249002A1029 グアイフェネシン ５０％１ｇ フストジル末 京都薬品工業 7.00 H23.3.31まで
内用薬 2249002F2022 グアイフェネシン １００ｍｇ１錠 フストジル錠 京都薬品工業 後発品 5.70 H23.3.31まで
内用薬 2249003B1037 チペピジンヒベンズ酸塩 １０％１ｇ アスベリン散１０％ 田辺三菱製薬 11.50
内用薬 2249003F1012 チペピジンヒベンズ酸塩 １０ｍｇ１錠 局 チペピジンヒベンズ酸塩錠 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 2249003F2019 チペピジンヒベンズ酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 チペピジンヒベンズ酸塩錠 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 2249003Q1048 チペピジンヒベンズ酸塩 ０．５％１０ｍＬ アスベリンシロップ０．５％ 田辺三菱製薬 20.40
内用薬 2249003Q1056 チペピジンヒベンズ酸塩 ０．５％１０ｍＬ アスワートシロップ０．５％ 大洋薬品工業 後発品 12.70 H24.3.31まで
内用薬 2249003Q2036 チペピジンヒベンズ酸塩 ２％１ｍＬ コフデニンＡシロップ「調剤用」 大洋薬品工業 後発品 5.00 H24.3.31まで

内用薬 2249003Q2044 チペピジンヒベンズ酸塩 ２％１ｍＬ アスベリンシロップ「調剤用」２％ 田辺三菱製薬 6.70
内用薬 2249003R1043 チペピジンヒベンズ酸塩 ２％１ｇ アスベリンドライシロップ２％ 田辺三菱製薬 6.70
内用薬 2249102B1022 鎮咳去たん配合剤 １ｇ ※ オピセゾールコデイン散（日医工

ファーマ）
日医工ファーマ 6.60 H23.3.31まで

内用薬 2249103S1027 鎮咳去たん配合剤 １ｍＬ ※ オピセゾールコデイン液（日医工
ファーマ）

日医工ファーマ 3.80

内用薬 2249104S1021 オウヒエキス・コデイン
リン酸塩水和物

１ｍＬ 濃厚ブロチンコデイン液 第一三共 4.40 H22.6.30まで

内用薬 2249104S1030 オウヒエキス・コデイン
リン酸塩水和物

１ｍＬ サリパラ・コデイン液 丸石製薬 後発品 3.70

内用薬 2249104S1048 オウヒエキス・コデイン
リン酸塩水和物

１ｍＬ 濃厚ブロチンコデイン配合シロップ 第一三共 4.40

内用薬 2249105Q1029 ジヒドロコデイン・エ
フェドリン配合剤

１０ｍＬ セキコデシロップ 日医工 26.00 H22.6.30まで

内用薬 2249105Q1037 ジヒドロコデイン・エ
フェドリン配合剤

１０ｍＬ セキコデ配合シロップ 日医工 26.00

内用薬 2249106Q1023 臭化水素酸デキストロメ
トルファン・クレゾール
スルホン酸カリウム

１０ｍＬ メジコンシロップ 塩野義製薬 24.10 H22.6.30まで

内用薬 2249106Q1058 臭化水素酸デキストロメ
トルファン・クレゾール
スルホン酸カリウム

１０ｍＬ メゼックシロップ 大洋薬品工業 後発品 16.60 H22.6.30まで

内用薬 2249106Q1066 臭化水素酸デキストロメ
トルファン・クレゾール
スルホン酸カリウム

１０ｍＬ メジコン配合シロップ 塩野義製薬 24.10
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内用薬 2249106Q1074 臭化水素酸デキストロメ
トルファン・クレゾール
スルホン酸カリウム

１０ｍＬ メゼック配合シロップ 大洋薬品工業 後発品 16.60

内用薬 2249107B1025 鎮咳去たん配合剤 １ｇ オピセゾールＡ散 日医工ファーマ 5.90 H23.3.31まで
内用薬 2249107S1025 鎮咳去たん配合剤 １０ｍＬ オピセゾールＡ液 日医工ファーマ 18.90
内用薬 2251001D1053 テオフィリン ２０％１ｇ スロービッド顆粒２０％ サンド 後発品 22.90
内用薬 2251001D1061 テオフィリン ２０％１ｇ テオドール顆粒２０％ 田辺三菱製薬 22.90
内用薬 2251001D2025 テオフィリン ５０％１ｇ テオロング顆粒５０％ エーザイ 後発品 42.10
内用薬 2251001F1038 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオロング錠５０ｍｇ エーザイ 8.50
内用薬 2251001F1046 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオドール錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 8.20
内用薬 2251001F1054 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 アーデフィリン錠５０ 沢井製薬 後発品 5.30 H23.6.24収載

内用薬 2251001F1062 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.30 H23.6.24収載

内用薬 2251001F2026 テオフィリン １００ｍｇ１錠 アーデフィリン錠１００ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2251001F2034 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオスロー錠１００ 共和薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2251001F2050 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオロング錠１００ｍｇ エーザイ 13.30
内用薬 2251001F2069 テオフィリン １００ｍｇ１錠 フレムフィリン錠１００ 大正薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2251001F2093 テオフィリン １００ｍｇ１錠 チルミン錠１００ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2251001F2107 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テルダン錠１００ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 2251001F2115 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオドール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 12.40
内用薬 2251001F2123 テオフィリン １００ｍｇ１錠 セキロイド錠１００ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2251001F2131 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオスロー錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 2251001F2140 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2251001F2158 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60 H23.6.24収載

内用薬 2251001F3022 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオスロー錠２００ 共和薬品工業 後発品 7.00 H22.6.30まで
内用薬 2251001F3049 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオロング錠２００ｍｇ エーザイ 20.50
内用薬 2251001F3057 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 フレムフィリン錠２００ 大正薬品工業 後発品 5.90 H22.6.30まで
内用薬 2251001F3073 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テルダン錠２００ 大洋薬品工業 後発品 7.00 H24.3.31まで
内用薬 2251001F3081 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオドール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 19.40
内用薬 2251001F3090 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオスロー錠２００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 7.00 H24.3.31まで
内用薬 2251001F3103 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン錠２００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.90
内用薬 2251001F3111 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 アーデフィリン錠２００ 沢井製薬 後発品 5.90 H23.6.24収載

内用薬 2251001F3120 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.00 H23.6.24収載

内用薬 2251001F3138 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.90 H23.6.24収載

内用薬 2251001F3146 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 チルミン錠２００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.90 H23.11.28収載

内用薬 2251001G1025 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ユニコン錠２００ 日医工 19.70

内用薬 2251001G1076 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 大塚製薬 24.50
内用薬 2251001G1084 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフルマートＬ錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 6.90
内用薬 2251001G2013 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフィリン４００ｍｇ徐放錠 後発品 7.90
内用薬 2251001G2021 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ユニコン錠４００ 日医工 30.40

内用薬 2251001G2064 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ 大塚製薬 39.30
内用薬 2251001G3036 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニコン錠１００ 日医工 10.20
内用薬 2251001G3044 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠１００ｍｇ 大塚製薬 15.20
内用薬 2251001G3052 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフルマートＬ錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00
内用薬 2251001M1053 テオフィリン １００ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル１００ｍｇ サンド 後発品 11.90
内用薬 2251001M2041 テオフィリン ２００ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル２００ｍｇ サンド 後発品 18.00

内用薬 2251001M3021 テオフィリン ５０ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル５０ｍｇ サンド 後発品 7.90 H23.11.28収載

内用薬 2251001Q1039 テオフィリン ２％１ｍＬ テオドールシロップ２％ 田辺三菱製薬 11.90
内用薬 2251001R1026 テオフィリン ２０％１ｇ テオドールドライシロップ２０％ 田辺三菱製薬 108.10
内用薬 2251001R1034 テオフィリン ２０％１ｇ アーデフィリンＤＳ２０％ 沢井製薬 後発品 60.50
内用薬 2251001R1042 テオフィリン ２０％１ｇ テオフルマートドライシロップ２０％ 東和薬品 後発品 63.30

内用薬 2251001R1050 テオフィリン ２０％１ｇ ユニコンＣＲドライシロップ２０％ 日医工 後発品 52.80
内用薬 2251001R1069 テオフィリン ２０％１ｇ テルバンスＤＳ２０％ メディサ新薬 後発品 73.70
内用薬 2251001R1077 テオフィリン ２０％１ｇ テルダン小児用ドライシロップ２０％ 大洋薬品工業 後発品 40.90

内用薬 2251001R1085 テオフィリン ２０％１ｇ スロービッドドライシロップ２０％ サンド 後発品 62.00 H24.3.31まで
内用薬 2251001R1107 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリンドライシロップ２０％

「タカタ」
高田製薬 後発品 39.40

内用薬 2251001R1115 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン小児用ドライシロップ２
０％「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 43.00

内用薬 2251001S1028 テオフィリン １０ｍｇ２．５ｍＬ１
筒

アプネカット経口１０ｍｇ 興和 1,157.90

内用薬 2252002F1030 硫酸オルシプレナリン １０ｍｇ１錠 アロテック錠１０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

7.00 H23.3.31まで

内用薬 2252003C1054 硫酸テルブタリン １％１ｇ コンボン細粒１％ 辰巳化学 後発品 11.30
内用薬 2252003F1077 硫酸テルブタリン ２ｍｇ１錠 コンボン錠２ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2252003F1085 硫酸テルブタリン ２ｍｇ１錠 ブリカニール錠２ｍｇ アストラゼネカ 7.00
内用薬 2252003Q1035 硫酸テルブタリン ０．０５％１ｍＬ ブリカニールシロップ０．５ｍｇ／ｍ

Ｌ
アストラゼネカ 7.10

内用薬 2252006F1046 臭化水素酸フェノテロー ２．５ｍｇ１錠 エミテックス錠 長生堂製薬 後発品 6.00 H22.6.30まで
内用薬 2252006F1062 臭化水素酸フェノテロー ２．５ｍｇ１錠 シオベテック錠２．５ｍｇ シオノケミカル 後発品 6.20
内用薬 2252006F1070 臭化水素酸フェノテロー

ル
２．５ｍｇ１錠 ベロテック錠２．５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
21.10

内用薬 2252006F1089 臭化水素酸フェノテロー ２．５ｍｇ１錠 ポルボノール錠２．５ｍｇ ローマン工業 後発品 8.50
内用薬 2252006F1097 臭化水素酸フェノテロー

ル
２．５ｍｇ１錠 フェノテロール臭化水素酸塩錠２．５

ｍｇ「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 6.00

内用薬 2252006Q1039 臭化水素酸フェノテロー ０．０５％１ｍＬ エミテックスシロップ 長生堂製薬 後発品 5.50 H22.6.30まで
内用薬 2252006Q1047 臭化水素酸フェノテロー ０．０５％１ｍＬ モンブルトシロップ 日新製薬（山形） 後発品 6.40 H22.6.30まで
内用薬 2252006Q1055 臭化水素酸フェノテロー

ル
０．０５％１ｍＬ ベロテックシロップ０．０５％ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
9.50

内用薬 2252006Q1063 臭化水素酸フェノテロー
ル

０．０５％１ｍＬ フェノテロール臭化水素酸塩シロップ
小児用０．０５％「タナベ」

長生堂製薬 後発品 5.50

内用薬 2252006Q1071 臭化水素酸フェノテロー ０．０５％１ｍＬ モンブルトシロップ０．０５％ 日新製薬（山形） 後発品 6.40
内用薬 2252006R1026 臭化水素酸フェノテロー

ル
０．２５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．２

５％
高田製薬 後発品 34.00

内用薬 2252006R2022 臭化水素酸フェノテロー
ル

０．５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．５％ 高田製薬 後発品 56.70

内用薬 2252006R2030 臭化水素酸フェノテロー ０．５％１ｇ ウガコールドライシロップ０．５％ 大原薬品工業 後発品 40.00
内用薬 2254001F1056 硫酸サルブタモール ２ｍｇ１錠 チボリン錠２ 共和薬品工業 後発品 5.40 H23.3.31まで
内用薬 2254001F1080 硫酸サルブタモール ２ｍｇ１錠 アスタージス錠２ｍｇ 日医工 後発品 5.40
内用薬 2254001F1099 硫酸サルブタモール ２ｍｇ１錠 ベネトリン錠２ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
7.30
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内用薬 2254001Q1073 硫酸サルブタモール ０．０４％１ｍＬ ベネトリンシロップ０．０４％ グラクソ・スミス
クライン

5.50

内用薬 2254001R1036 硫酸サルブタモール ０．２％１ｇ レナピリンＤＳ０．２％ 高田製薬 後発品 5.90
内用薬 2254001R2024 硫酸サルブタモール ０．２４％１ｇ チボリンドライシロップ 共和薬品工業 後発品 6.70 H23.3.31まで
内用薬 2259001F1044 塩酸メトキシフェナミン １００ｍｇ１錠 メトキシフェナミン塩酸塩錠１００ｍ

ｇ「トーワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2259002F1065 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 ホクナリン錠１ｍｇ アボットジャパン 19.00
内用薬 2259002F1073 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 セキナリン錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2259002F1081 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 ツロブテロール塩酸塩錠１ｍｇ「オー

ハラ」
大原薬品工業 後発品 6.10

内用薬 2259002F1090 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 ベラチン錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 19.00
内用薬 2259002R1061 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ホクナリンドライシロップ０．１％小

児用
アボットジャパン 34.60

内用薬 2259002R1070 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ツロブニストＤＳ０．１％ 高田製薬 後発品 9.50
内用薬 2259002R1088 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ セキナリンＤＳ小児用０．１％ 東和薬品 後発品 9.70
内用薬 2259002R1096 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩ＤＳ０．１％

「オーハラ」
大原薬品工業 後発品 9.70

内用薬 2259002R1100 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ベラチンドライシロップ小児用０．
１％

田辺三菱製薬 34.60

内用薬 2259003B1041 塩酸トリメトキノール １％１ｇ イノリン散１％ 田辺三菱製薬 34.50
内用薬 2259003F1124 塩酸トリメトキノール ３ｍｇ１錠 イノリン錠３ｍｇ 田辺三菱製薬 15.30
内用薬 2259003F1132 塩酸トリメトキノール ３ｍｇ１錠 カルヨン錠３ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2259003F1140 塩酸トリメトキノール ３ｍｇ１錠 トスメリアン錠３ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2259003Q1095 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ イノリンシロップ０．１％ 田辺三菱製薬 9.50
内用薬 2259003Q1109 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ カルヨンシロップ０．１％ 辰巳化学 後発品 3.90
内用薬 2259003Q1125 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ トスメリアンシロップ小児用０．１％ 東和薬品 後発品 3.90

内用薬 2259004D1047 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１％１ｇ メプチン顆粒０．０１％ 大塚製薬 57.30

内用薬 2259004D1055 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１％１ｇ スタビント顆粒０．０１％ キョーリンリメ
ディオ

後発品 16.60

内用薬 2259004F1030 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 プロカプチン錠２５ 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2259004F1056 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 ブリージン錠２５μｇ 共和薬品工業 後発品 5.80

内用薬 2259004F1064 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 カプテレノール錠０．０２５ 日医工ファーマ 後発品 5.80 H23.3.31まで

内用薬 2259004F1080 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 マーヨン錠「２５μｇ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2259004F1099 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 スタビント錠２５ キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.80 H23.3.31まで

内用薬 2259004F1110 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 メプチンミニ錠２５μｇ 大塚製薬 19.80

内用薬 2259004F1129 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 エプカロール錠２５μｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2259004F1137 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 メチレフト錠２５ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2259004F1145 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 カプテレノール錠２５μｇ 日医工ファーマ 後発品 5.80 H22.5.28収載

内用薬 2259004F2010 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩０．０５ｍｇ錠 後発品 6.00 H23.11.11一般名等

内用薬 2259004F2079 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０５ｍｇ１錠 ブリージン錠５０μｇ 共和薬品工業 後発品 6.90

内用薬 2259004F2095 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０５ｍｇ１錠 スタビント錠５０ キョーリンリメ
ディオ

後発品 6.90 H23.3.31まで

内用薬 2259004F2168 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０５ｍｇ１錠 メプチン錠５０μｇ 大塚製薬 32.00

内用薬 2259004Q1111 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 大塚製薬 8.80

内用薬 2259004Q1120 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ エプカロールシロップ５μｇ／ｍＬ 東和薬品 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1138 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ メチレフトシロップ５μｇ／ｍＬ 沢井製薬 後発品 3.80 H23.3.31まで

内用薬 2259004Q1146 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ プロカプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 大正薬品工業 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1154 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ カプテレノールシロップ５μｇ／ｍＬ 日医工ファーマ 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1162 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ
／ｍＬ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1170 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍＬ レンブリスシロップ５μｇ／ｍＬ 日新製薬（山形） 後発品 3.80

内用薬 2259004R1028 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１％１ｇ エステルチンドライシロップ０．０
１％

高田製薬 後発品 61.80

内用薬 2259004R2024 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．００５％１ｇ メプチンドライシロップ０．００５％ 大塚製薬 81.70

内用薬 2259005F1026 フマル酸ホルモテロール ４０μｇ１錠 アトック錠４０μｇ アステラス製薬 20.80
内用薬 2259005R1030 フマル酸ホルモテロール ０．００４％１ｇ アトックドライシロップ４０μｇ アステラス製薬 33.20
内用薬 2259006D1020 塩酸クレンブテロール ０．００２％１ｇ スピロペント顆粒 帝人ファーマ 34.70 H22.6.30まで
内用薬 2259006D1038 塩酸クレンブテロール ０．００２％１ｇ スピロペント顆粒０．００２％ 帝人ファーマ 34.70
内用薬 2259006F1020 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 スピロペント錠 帝人ファーマ 17.30 H22.6.30まで
内用薬 2259006F1055 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 アルバプロール錠 大洋薬品工業 後発品 6.10 H22.6.30まで
内用薬 2259006F1063 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 トニール錠１０μｇ 原沢製薬工業 後発品 6.30
内用薬 2259006F1071 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 クレンブテロール塩酸塩錠１０μｇ

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 6.10

内用薬 2259006F1080 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 スピロペント錠１０μｇ 帝人ファーマ 17.30
内用薬 2259007F1025 塩酸マブテロール ２５μｇ１錠 ブロンコリン錠２５ 科研製薬 21.80 H23.3.31まで
内用薬 2259007F2030 塩酸マブテロール ５０μｇ１錠 ブロンコリン錠５０ 科研製薬 38.00 H23.3.31まで
内用薬 2259100P1035 塩酸イソプロテレノー

ル・プロナーゼ
１カプセル イソパール・Ｐカプセル 科研製薬 後発品 14.90 H23.3.31まで

内用薬 2259100P1043 塩酸イソプロテレノー
ル・プロナーゼ

１カプセル イソパール・Ｐ配合カプセル 科研製薬 後発品 14.90 H22.5.28収載

内用薬 2312001X1014 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン 6.90
内用薬 2312001X1057 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン「ケンエー」 健栄製薬 7.40
内用薬 2312001X1065 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン「三恵」 三恵薬品 7.40
内用薬 2312001X1073 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン　シオエ シオエ製薬 8.10
内用薬 2312001X1081 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 「純生」タンナルビン 小堺製薬 7.40
内用薬 2312001X1090 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン〈ハチ〉 東洋製薬化成 8.10
内用薬 2312001X1138 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 ※ タンニン酸アルブミン（丸石） 丸石製薬 7.60 H22.6.30まで
内用薬 2312001X1162 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 ※ タンニン酸アルブミン（山善） 山善製薬 7.60
内用薬 2312001X1189 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンナルビン「ヨシダ」 吉田製薬 8.30
内用薬 2312001X1235 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン原末「マルイ

シ」
丸石製薬 7.60

内用薬 2314002F1034 塩化ベルベリン ５０ｍｇ１錠 塩化ベルベリン錠５０ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 後発品 5.80
内用薬 2314002F2022 塩化ベルベリン １００ｍｇ１錠 キョウベリン錠１００ 大峰堂薬品工業 後発品 9.80
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内用薬 2315002X1010 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス 8.60 H23.3.31まで
内用薬 2315002X1029 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（岩城） 岩城製薬 9.10
内用薬 2315002X1045 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス．ＯＹ 日医工ファーマ 9.50
内用薬 2315002X1053 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ケンエー」 健栄製薬 10.10
内用薬 2315002X1070 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「三恵」 三恵薬品 9.10
内用薬 2315002X1088 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス　シオエ シオエ製薬 10.10
内用薬 2315002X1096 次硝酸ビスマス １ｇ 局 「純生」硝ビス 純生薬品工業 10.10
内用薬 2315002X1118 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（東海製薬） 東海製薬 10.10
内用薬 2315002X1126 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「メタル」 中北薬品 9.80
内用薬 2315002X1134 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ホエイ」 マイラン製薬 10.30
内用薬 2315002X1215 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ニッコー」 日興製薬 9.80
内用薬 2315002X1240 次硝酸ビスマス １ｇ 局 硝ビス「ヨシダ」 吉田製薬 10.30
内用薬 2315002X1258 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ビスミット「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 9.50
内用薬 2315002X1266 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（山善） 山善製薬 10.30
内用薬 2315003X1023 次炭酸ビスマス １ｇ 次炭酸ビスマス「ホエイ」 マイラン製薬 後発品 13.10
内用薬 2316002B1037 耐性乳酸菌 １ｇ エントモール散 長生堂製薬 後発品 6.20
内用薬 2316002B1045 耐性乳酸菌 １ｇ エンテロノン－Ｒ散 味の素製薬 6.20
内用薬 2316003B1023 ビフィズス菌 １ｇ ビオスミン ビオフェルミン製

薬
6.20 H22.6.30まで

内用薬 2316003B1040 ビフィズス菌 １ｇ レベニンＳ散 わかもと製薬 後発品 6.20
内用薬 2316003B1058 ビフィズス菌 １ｇ ビオスミン配合散 ビオフェルミン製

薬
6.20

内用薬 2316004B1028 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ ビオフェルミン製
薬

後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2316004B1036 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ散 ビオフェルミン製
薬

後発品 6.20

内用薬 2316004F1020 耐性乳酸菌 １錠 ビオフェルミンＲ錠 ビオフェルミン製
薬

後発品 6.10

内用薬 2316005B1022 カゼイ菌 １ｇ ビオラクチス散 ヤクルト本社 後発品 6.20
内用薬 2316007A1034 ビフィズス菌 １ｇ ビフィダー散２％ 科研製薬 6.20
内用薬 2316009C1026 酪酸菌 １ｇ ミヤＢＭ細粒 ミヤリサン製薬 6.30
内用薬 2316009F1022 酪酸菌 １錠 ミヤＢＭ錠 ミヤリサン製薬 5.70
内用薬 2316010A1028 ビフィズス菌 １ｇ ミルフリーズ－５ 日本凍結乾燥研究

所
6.20

内用薬 2316011X1033 耐性乳酸菌 １ｇ ラクスパン散１．８％ キッセイ薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316012A1051 ラクトミン １ｇ ビオフェルミン ビオフェルミン製

薬
6.20 H22.6.30まで

内用薬 2316012A1060 ラクトミン １ｇ ビオラクト 三恵薬品 6.20 H24.3.31まで
内用薬 2316012A1078 ラクトミン １ｇ フソウラクトミン末 扶桑薬品工業 6.20
内用薬 2316012A1086 ラクトミン １ｇ マルイシラクトミン 丸石製薬 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2316012A1094 ラクトミン １ｇ ビフラミン末 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316012A1108 ラクトミン １ｇ ラクトミン「イセイ」 イセイ 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2316012A1116 ラクトミン １ｇ アタバニン散 日東薬品工業 6.20
内用薬 2316012A1124 ラクトミン １ｇ ビオヂアスミンＦ－２散 日東薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316012A1132 ラクトミン １ｇ ビオフェルミン配合散 ビオフェルミン製

薬
6.20

内用薬 2316012A1140 ラクトミン １ｇ ラクトミン散「イセイ」 イセイ 後発品 6.20
内用薬 2316012A1159 ラクトミン １ｇ ラクトミン末「マルイシ」 丸石製薬 6.20

内用薬 2316012A1167 ラクトミン １ｇ ビオラクト原末 三恵薬品 6.20 H23.11.28収載

内用薬 2316013B1035 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラクボン散２％ 第一三共 6.20

内用薬 2316014B1030 ビフィズス菌 １％１ｇ ラックビー微粒Ｎ 興和 6.20
内用薬 2316014F1023 ビフィズス菌 １錠 ラックビー錠 興和 6.20 H23.11.28収載

内用薬 2316015B1026 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラックメロン「イセイ」 イセイ 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2316015B1034 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラックメロン散２％ イセイ 後発品 6.20
内用薬 2316016B1039 耐性乳酸菌 １ｇ レベニン散 わかもと製薬 後発品 6.20
内用薬 2316016M1021 耐性乳酸菌 １カプセル レベニンカプセル わかもと製薬 後発品 5.70
内用薬 2316017B1033 酪酸菌 １ｇ ビオスリー散 東亜薬品工業 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2316017B1041 酪酸菌 １ｇ ビオスリー配合散 東亜薬品工業 6.20
内用薬 2316017F1027 酪酸菌 １錠 ビオスリー錠 東亜薬品工業 5.80 H22.6.30まで
内用薬 2316017F1035 酪酸菌 １錠 ビオスリー配合錠 東亜薬品工業 5.80

内用薬 2316018B1038 ビフィズス菌 ２％１ｇ ビフィスゲン散 日東薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316019B1024 耐性乳酸菌 １ｇ ラックビーＲ 興和 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2316019B1040 耐性乳酸菌 １ｇ コレポリーＲ散１０％ 東和薬品 後発品 6.20
内用薬 2316019B1059 耐性乳酸菌 １ｇ ラックビーＲ散 興和 後発品 6.20
内用薬 2316020F1029 ビフィズス菌 １錠 ビオフェルミン錠剤 ビオフェルミン製

薬
後発品 5.90

内用薬 2318001B1037 ジメチコン １０％１ｇ ガスコン散１０％ キッセイ薬品工業 8.50
内用薬 2318001C1032 ジメチコン １０％１ｇ ナイスタール細粒１０％ ザイダスファーマ 後発品 6.20
内用薬 2318001F1047 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスオール錠４０ｍｇ「陽進」 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2318001F1063 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスコン錠４０ｍｇ キッセイ薬品工業 5.90
内用薬 2318001F1187 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスサール錠４０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2318001F1195 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガステール錠４０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2318001F1209 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ポリシロ錠４０ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2318001F1217 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ナイスタール錠４０ｍｇ ザイダスファーマ 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 2318001F3023 ジメチコン ８０ｍｇ１錠 ガスコン錠８０ｍｇ キッセイ薬品工業 6.30
内用薬 2318001F3031 ジメチコン ８０ｍｇ１錠 ポリシロ錠８０ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 6.00 H23.6.24収載

内用薬 2318001Q1072 ジメチコン ２％１ｍＬ バルギン消泡液 共成製薬 後発品 2.60 H22.6.30まで

内用薬 2318001Q1080 ジメチコン ２％１ｍＬ ガスコンドロップ内用液２％ キッセイ薬品工業 3.90
内用薬 2318001Q1099 ジメチコン ２％１ｍＬ バリトゲン消泡内用液２％ 伏見製薬所 後発品 3.50
内用薬 2318001Q1102 ジメチコン ２％１ｍＬ バロス消泡内用液２％ 堀井薬品工業 後発品 3.90
内用薬 2318001Q1110 ジメチコン ２％１ｍＬ バルギン消泡内用液２％ 共成製薬 後発品 2.60
内用薬 2319001B1026 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペジャスト散 鶴原製薬 後発品 8.60 H23.3.31まで
内用薬 2319001C1080 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペミン小児用細粒０．０５％ ヤンセンファーマ 62.00
内用薬 2319001C1099 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロンバニン小児用細粒０．０５％ 辰巳化学 後発品 18.20 H23.3.31まで
内用薬 2319001C1102 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペミック小児用細粒０．０５％ 小林化工 後発品 16.10
内用薬 2319001C1110 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０

５％「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 15.90

内用薬 2319001C2010 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ 塩酸ロペラミド０．１％細粒 後発品 9.70
内用薬 2319001C2044 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ カグダリン細粒 寿製薬 後発品 16.20 H22.6.30まで
内用薬 2319001C2060 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペミン細粒０．１％ ヤンセンファーマ 61.80
内用薬 2319001C2087 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ カグダリン細粒０．１％ 寿製薬 後発品 16.20

内用薬 2319001C2095 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペラン細粒０．１％ ダイト 後発品 16.50 H22.5.28収載

内用薬 2319001C3024 塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ ロペラン細粒０．２％ ダイト 後発品 33.00
内用薬 2319001F1044 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロスポリア錠１ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 50.80
内用薬 2319001F1052 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 15.80
内用薬 2319001M1019 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル 塩酸ロペラミド１ｍｇカプセル 後発品 8.90



56 / 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 2319001M1132 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル カグダリンカプセル 寿製薬 後発品 12.30 H22.6.30まで
内用薬 2319001M1213 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペミンカプセル１ｍｇ ヤンセンファーマ 58.10
内用薬 2319001M1256 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペランカプセル１ｍｇ ダイト 後発品 15.50
内用薬 2319001M1272 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペナカプセル１ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 15.10
内用薬 2319001M1310 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル カグダリンカプセル１ｍｇ 寿製薬 後発品 12.30
内用薬 2319001R1032 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペカルド小児用ドライシロップ０．

０５％
シオノケミカル 後発品 26.20

内用薬 2319002X1010 乳酸 １０ｇ 局 乳酸 23.00
内用薬 2319002X1044 乳酸 １０ｇ 局 乳酸「ケンエー」 健栄製薬 24.90
内用薬 2319003X1014 薬用炭 １ｇ 局 薬用炭 8.10
内用薬 2319100F1030 ベルベリン塩化物水和

物・ゲンノショウコエキ
ス

１錠 フェロミック錠 大正薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2319100F1048 ベルベリン塩化物水和
物・ゲンノショウコエキ
ス

１錠 リーダイＡ錠 大洋薬品工業 後発品 5.70 H23.3.31まで

内用薬 2319100F1056 ベルベリン塩化物水和
物・ゲンノショウコエキ
ス

１錠 フェロベリン錠 ＭＳＤ 8.00 H22.6.30まで

内用薬 2319100F1064 ベルベリン塩化物水和
物・ゲンノショウコエキ
ス

１錠 フェロベリン配合錠 ＭＳＤ 8.00

内用薬 2319100F1072 ベルベリン塩化物水和
物・ゲンノショウコエキ
ス

１錠 フェロミック配合錠 大正薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 2319100F1080 ベルベリン塩化物水和
物・ゲンノショウコエキ
ス

１錠 リーダイ配合錠 大洋薬品工業 後発品 5.70 H22.5.28収載

内用薬 2321001D1033 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５％１ｇ キャベジンＵコーワ顆粒２５％ 興和 8.00

内用薬 2321001F1034 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５ｍｇ１錠 チオスペン錠 大洋薬品工業 後発品 5.40 H22.6.30まで

内用薬 2321001F1042 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５ｍｇ１錠 キャベジンＵコーワ錠２５ｍｇ 興和 5.80

内用薬 2321001F1050 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５ｍｇ１錠 チオスペン錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2322001D1090 ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 後発品 6.20
内用薬 2322001D1294 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ グルミン顆粒９９％ 協和発酵キリン 6.20 H24.3.31まで
内用薬 2323001C2020 アズレンスルホン酸ナト

リウム
０．４％１ｇ アズノール細粒（０．４％） 日本新薬 11.00

内用薬 2323001C2047 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ ノズレン細粒０．４％ ザイダスファーマ 後発品 6.60

内用薬 2323001C3027 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ アズノール細粒（１％） 日本新薬 18.50

内用薬 2323001C3043 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ ノズレン細粒１％ ザイダスファーマ 後発品 10.80

内用薬 2323001D3057 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ アテネレン顆粒１％ 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2323001D3065 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ 水溶性アズレン顆粒１％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2323001F1217 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 水溶性アズレン錠２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.00

内用薬 2323001F1225 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 アズノール錠２ｍｇ 日本新薬 7.20

内用薬 2323001F1233 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 水溶性アズレン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00 H23.3.31まで

内用薬 2323001F1241 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 アテネレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2323002D1024 エグアレンナトリウム ２．５％１ｇ アズロキサ顆粒 寿製薬 76.90 H22.6.30まで
内用薬 2323002D1032 エグアレンナトリウム ２．５％１ｇ アズロキサ顆粒２．５％ 寿製薬 76.90
内用薬 2323002F1025 エグアレンナトリウム １５ｍｇ１錠 アズロキサ錠１５ｍｇ 寿製薬 64.20 H23.6.24収載

内用薬 2325001C1029 シメチジン ２０％１ｇ アルカメット細粒２０％ 長生堂製薬 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2325001C1053 シメチジン ２０％１ｇ タガメット細粒２０％ 大日本住友製薬 24.00
内用薬 2325001C1088 シメチジン ２０％１ｇ チスタメット細粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2325001C1096 シメチジン ２０％１ｇ チーカプト細粒２０％ 東和薬品 後発品 6.20
内用薬 2325001C1100 シメチジン ２０％１ｇ タカミジン細粒２０％ 高田製薬 後発品 6.20
内用薬 2325001C1118 シメチジン ２０％１ｇ シメチラン細粒２０％ ニプロファーマ 後発品 6.20
内用薬 2325001C1126 シメチジン ２０％１ｇ シメチジン細粒２０％「タナベ」 長生堂製薬 後発品 6.20
内用薬 2325001C2033 シメチジン ４０％１ｇ ストマチジン細粒４０％ 大正薬品工業 後発品 7.60 H24.3.31まで
内用薬 2325001C2084 シメチジン ４０％１ｇ チーカプト細粒４０％ 東和薬品 後発品 7.80
内用薬 2325001C2092 シメチジン ４０％１ｇ カイロック細粒４０％ 藤本製薬 23.10
内用薬 2325001F1041 シメチジン ２００ｍｇ１錠 アルカメット錠２００ 長生堂製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2325001F1149 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチパール錠２００ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1181 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ストマチジン錠２００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2325001F1211 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タガメット錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 21.90
内用薬 2325001F1238 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ダンスール錠２００ｍｇ 三和化学研究所 後発品 5.70
内用薬 2325001F1343 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠「クニヒロ」２００ｍｇ 皇漢堂製薬 後発品 5.60 H23.8.31まで

内用薬 2325001F1360 シメチジン ２００ｍｇ１錠 カイロック錠２００ 藤本製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1378 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチラン錠２００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.70
内用薬 2325001F1386 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ファルジン錠２００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.60

内用薬 2325001F1394 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 5.60
内用薬 2325001F1416 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タカミジン錠２００ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1424 シメチジン ２００ｍｇ１錠 イクロール錠２００ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2325001F1432 シメチジン ２００ｍｇ１錠 エスメラルダ錠２００ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2325001F1440 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2325001F1459 シメチジン ２００ｍｇ１錠 チーカプト錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2325001F1467 シメチジン ２００ｍｇ１錠 アルキオーネ錠２００ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2325001F1475 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シルカーゼット錠２００ｍｇ シオエ製薬 後発品 5.70 H24.3.31まで
内用薬 2325001F1483 シメチジン ２００ｍｇ１錠 チスタメット錠２００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2325001F1491 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2325001F1505 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1513 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 2325001F1521 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 2325001F2013 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン４００ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 2325001F2048 シメチジン ４００ｍｇ１錠 タガメット錠４００ｍｇ 大日本住友製薬 33.00
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内用薬 2325001F2080 シメチジン ４００ｍｇ１錠 タカミジン錠４００ｍｇ 高田製薬 後発品 7.30
内用薬 2325001F2110 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチラン錠４００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 7.30
内用薬 2325001S1023 シメチジン ２％１ｍＬ クリエイト内服液２００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 3.10 H23.3.31まで

内用薬 2325002F1011 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 後発品 6.50 H23.11.11一般名等

内用薬 2325002F1062 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチザン錠１５０ 日医工ファーマ 後発品 12.00

内用薬 2325002F1119 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラデン錠１５０ 沢井製薬 後発品 11.10
内用薬 2325002F1127 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニザック錠１５０ 東和薬品 後発品 10.10

内用薬 2325002F1160 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニタック錠１５０ 日医工 後発品 9.10
内用薬 2325002F1186 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ブラウリベラ錠１５０ 陽進堂 後発品 15.40

内用薬 2325002F1194 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ザンタック錠１５０ グラクソ・スミス
クライン

45.00

内用薬 2325002F1216 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 14.70

内用薬 2325002F2018 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 後発品 5.60 H23.11.11一般名等

内用薬 2325002F2026 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ザンタック錠７５ グラクソ・スミス
クライン

28.40

内用薬 2325002F2034 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチザン錠７５ 日医工ファーマ 後発品 7.60
内用薬 2325002F2042 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラデン錠７５ 沢井製薬 後発品 7.60
内用薬 2325002F2050 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニザック錠７５ 東和薬品 後発品 7.00
内用薬 2325002F2085 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニタック錠７５ 日医工 後発品 7.20
内用薬 2325002F2115 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ブラウリベラ錠７５ 陽進堂 後発品 9.00
内用薬 2325002F2123 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 10.70

内用薬 2325003B1022 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスター散１０％ アステラス製薬 267.30
内用薬 2325003B1030 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガモファー散１０％ 大原薬品工業 後発品 111.40

内用薬 2325003B1049 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスセプト散１０％ メディサ新薬 後発品 127.10
内用薬 2325003B1057 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスドック散１０％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 103.60

内用薬 2325003B1065 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 111.40
内用薬 2325003B1073 ファモチジン １０％１ｇ 局 ストマルコン散１０％ 大正薬品工業 後発品 83.90

内用薬 2325003B1081 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモスタジン散１０％ 東和薬品 後発品 157.70 H22.11.19収載

内用薬 2325003B1090 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「日医工」 日医工ファーマ 後発品 107.20 H22.11.19収載

内用薬 2325003B2029 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスター散２％ アステラス製薬 62.50
内用薬 2325003B2037 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガモファー散２％ 大原薬品工業 後発品 21.30
内用薬 2325003B2045 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン細粒２％「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.50
内用薬 2325003B2053 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスドック散２％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 22.90

内用薬 2325003B2061 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモスタジン散２％ 東和薬品 後発品 34.00
内用薬 2325003B2070 ファモチジン ２％１ｇ 局 プロゴーギュ散２％ 日医工 後発品 27.00 H23.3.31まで
内用薬 2325003B2088 ファモチジン ２％１ｇ 局 ストマルコン散２％ 大正薬品工業 後発品 17.30
内用薬 2325003B2096 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスセプト散２％ メディサ新薬 後発品 27.40
内用薬 2325003B2100 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「ＫＯＢＡ」 日医工ファーマ 後発品 25.50
内用薬 2325003B2118 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「アメル」 共和薬品工業 後発品 20.60
内用薬 2325003F1024 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスター錠１０ｍｇ アステラス製薬 31.10
内用薬 2325003F1032 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガモファー錠１０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 9.60
内用薬 2325003F1040 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.40
内用薬 2325003F1059 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 チオスター錠１０ 全星薬品工業 後発品 10.30
内用薬 2325003F1067 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスポート錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 9.80
内用薬 2325003F1075 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスイサン錠１０ ニプロジェネファ 後発品 9.60
内用薬 2325003F1083 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスメット錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 16.30
内用薬 2325003F1091 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスドック錠１０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.60

内用薬 2325003F1105 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモスタジン錠１０ 東和薬品 後発品 18.40
内用薬 2325003F1113 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスリック錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 11.10
内用薬 2325003F1121 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 プロゴーギュ錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 11.50 H23.3.31まで
内用薬 2325003F1148 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠１０ サンノーバ 後発品 16.30
内用薬 2325003F1156 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモガスト錠１０ シオノケミカル 後発品 15.40
内用薬 2325003F1164 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスペラジン錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 10.30
内用薬 2325003F1172 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスセプト錠１０ メディサ新薬 後発品 15.70
内用薬 2325003F1199 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 日医工ファーマ 後発品 11.50 H24.3.31まで

内用薬 2325003F1202 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 モミアロン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 9.60
内用薬 2325003F1210 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.60
内用薬 2325003F1229 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 9.60
内用薬 2325003F1245 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.60
内用薬 2325003F1253 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50 H22.5.28収載

内用薬 2325003F1261 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 後発品 11.50 H23.11.28収載

内用薬 2325003F2012 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠 後発品 9.60
内用薬 2325003F2020 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスター錠２０ｍｇ アステラス製薬 53.90
内用薬 2325003F2039 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガモファー錠２０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 17.70
内用薬 2325003F2055 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０「サワイ」 沢井製薬 後発品 18.50
内用薬 2325003F2063 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 チオスター錠２０ 全星薬品工業 後発品 19.70
内用薬 2325003F2071 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスポート錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 15.80
内用薬 2325003F2098 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスメット錠２０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 38.30
内用薬 2325003F2101 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスドック錠２０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 13.00

内用薬 2325003F2110 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモスタジン錠２０ 東和薬品 後発品 34.20
内用薬 2325003F2128 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスリック錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 19.70
内用薬 2325003F2136 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 プロゴーギュ錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 12.60 H23.3.31まで
内用薬 2325003F2152 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠２０ サンノーバ 後発品 30.00
内用薬 2325003F2160 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモガスト錠２０ シオノケミカル 後発品 30.00
内用薬 2325003F2187 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスペラジン錠２０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 13.00
内用薬 2325003F2195 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスセプト錠２０ メディサ新薬 後発品 24.80
内用薬 2325003F2217 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 日医工ファーマ 後発品 15.80 H24.3.31まで

内用薬 2325003F2233 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.10
内用薬 2325003F2241 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 12.30
内用薬 2325003F2250 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 11.10
内用薬 2325003F2276 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.60 H22.5.28収載

内用薬 2325003F2284 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 後発品 15.80 H23.11.28収載

内用薬 2325003F3035 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠１０ｍｇ アステラス製薬 31.10
内用薬 2325003F3043 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ストマルコンＤ錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 10.10
内用薬 2325003F3051 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスポートＤ錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 9.80
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内用薬 2325003F3060 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスリックＤ錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 11.10
内用薬 2325003F3078 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガモファーＤ錠１０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 9.50
内用薬 2325003F3086 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモガストＤ錠１０ シオノケミカル 後発品 15.40
内用薬 2325003F3094 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモスタジンＤ錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 18.40
内用薬 2325003F3116 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＫＯＢ

Ａ」
日医工ファーマ 後発品 11.50

内用薬 2325003F3124 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.40

内用薬 2325003F3132 ファモチジン １０ｍｇ１錠 クリマーゲンＯＤ錠１０ｍｇ マイラン製薬 後発品 12.80
内用薬 2325003F3140 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 9.60

内用薬 2325003F3159 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスメットＤ錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 16.30
内用薬 2325003F3167 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 15.70

内用薬 2325003F3175 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 後発品 16.30

内用薬 2325003F3183 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 2325003F4031 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠２０ｍｇ アステラス製薬 53.90
内用薬 2325003F4040 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスリックＤ錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 19.70
内用薬 2325003F4058 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ストマルコンＤ錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 16.20
内用薬 2325003F4082 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスポートＤ錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 15.80
内用薬 2325003F4090 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＫＯＢ

Ａ」
日医工ファーマ 後発品 15.80

内用薬 2325003F4104 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 プロゴーギュＤ錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 12.60 H22.6.30まで
内用薬 2325003F4112 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガモファーＤ錠２０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 17.70
内用薬 2325003F4120 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモガストＤ錠２０ シオノケミカル 後発品 30.00
内用薬 2325003F4139 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモスタジンＤ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 34.20
内用薬 2325003F4147 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 18.50

内用薬 2325003F4155 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 クリマーゲンＯＤ錠２０ｍｇ マイラン製薬 後発品 24.00
内用薬 2325003F4163 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 15.80

内用薬 2325003F4171 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスメットＤ錠２０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 38.30
内用薬 2325003F4180 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 24.80

内用薬 2325003F4198 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 後発品 30.00

内用薬 2325003F4201 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.60
内用薬 2325004F1029 ロキサチジン酢酸エステ

ル塩酸塩
３７．５ｍｇ１錠 塩酸ロキサチジンアセタート錠３７．

５「ＫＮ」
小林化工 後発品 16.40

内用薬 2325004F2025 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１錠 塩酸ロキサチジンアセタート錠７５
「ＫＮ」

小林化工 後発品 27.70

内用薬 2325004M1028 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 アルタットカプセル７５ あすか製薬 44.90

内用薬 2325004M1036 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 アルギスタットカプセル７５ 大洋薬品工業 後発品 29.00

内用薬 2325004M1044 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキサチカプセル７５ 大原薬品工業 後発品 25.20

内用薬 2325004M1052 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキセタートカプセル７５ｍｇ 東和薬品 後発品 31.50

内用薬 2325004M1060 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキタットカプセル７５ｍｇ 沢井製薬 後発品 28.20

内用薬 2325004M1079 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロザルタットカプセル７５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 32.60 H24.3.31まで

内用薬 2325004M2024 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 アルタットカプセル３７．５ あすか製薬 27.20

内用薬 2325004M2032 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキサチカプセル３７．５ 大原薬品工業 後発品 17.10

内用薬 2325004M2040 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキセタートカプセル３７．５ｍｇ 東和薬品 後発品 18.40

内用薬 2325004M2059 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキタットカプセル３７．５ｍｇ 沢井製薬 後発品 18.40

内用薬 2325005D1022 ニザチジン １５０ｍｇ１ｇ ニザトリック顆粒１５％ 陽進堂 後発品 19.50 H23.3.31まで
内用薬 2325005F1023 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザトリック錠１５０ｍｇ 陽進堂 後発品 15.00
内用薬 2325005F1031 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 アシノン錠１５０ｍｇ ゼリア新薬工業 43.70
内用薬 2325005F2020 ニザチジン ７５ｍｇ１錠 アシノン錠７５ｍｇ ゼリア新薬工業 27.20
内用薬 2325005M1030 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「ＯＨ

ＡＲＡ」
大原薬品工業 後発品 30.00

内用薬 2325005M1049 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチンカプセル１５０ 沢井製薬 後発品 29.30
内用薬 2325005M1065 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 チザノンカプセル１５０ 大正薬品工業 後発品 20.10 H22.6.30まで
内用薬 2325005M1073 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 アテミノンカプセル１５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 20.60 H24.3.31まで
内用薬 2325005M1081 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ドルセンカプセル１５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 21.00
内用薬 2325005M1103 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザノンカプセル１５０ 東和薬品 後発品 27.90
内用薬 2325005M1120 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 14.70

内用薬 2325005M1138 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 30.00

内用薬 2325005M1146 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 チザノンカプセル１５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 20.10

内用薬 2325005M1154 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局
ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 20.60 H23.11.28収載

内用薬 2325005M2037 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＯＨＡ
ＲＡ」

大原薬品工業 後発品 18.00

内用薬 2325005M2045 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチンカプセル７５ 沢井製薬 後発品 18.00
内用薬 2325005M2053 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザノンカプセル７５ 東和薬品 後発品 18.70
内用薬 2325005M2061 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザトリックカプセル７５ｍｇ 陽進堂 後発品 12.60
内用薬 2325005M2070 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ドルセンカプセル７５ｍｇ 辰巳化学 後発品 12.10
内用薬 2325005M2088 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 12.60

内用薬 2325005M2096 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局
ニザチジンカプセル７５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 11.90 H23.11.28収載

内用薬 2325005M2100 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局
ニザチジンカプセル７５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 18.00 H23.11.28収載

内用薬 2325006F1028 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ストガー錠５ ユーシービージャ
パン

28.10 H24.3.31まで

内用薬 2325006F1036 ラフチジン ５ｍｇ１錠 プロテカジン錠５ 大鵬薬品工業 26.60
内用薬 2325006F2024 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ストガー錠１０ ユーシービージャ

パン
46.80 H24.3.31まで

内用薬 2325006F2032 ラフチジン １０ｍｇ１錠 プロテカジン錠１０ 大鵬薬品工業 45.20
内用薬 2329002C2029 アルジオキサ ２５％１ｇ アスコンプ細粒２５％ 日本ケミファ 後発品 10.60
内用薬 2329002C3025 アルジオキサ ２０％１ｇ アランタＳＰ細粒２０％ キッセイ薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2329002D1044 アルジオキサ １０％１ｇ アラネトリン顆粒１０％ 高田製薬 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 2329002D1052 アルジオキサ １０％１ｇ アルサ顆粒１０％ 東和薬品 後発品 5.60
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内用薬 2329002D2040 アルジオキサ ２０％１ｇ アルラント顆粒２０％ 日医工 後発品 5.90
内用薬 2329002D3020 アルジオキサ ２５％１ｇ イサロン顆粒２５％ あすか製薬 後発品 11.40
内用薬 2329002D3039 アルジオキサ ２５％１ｇ アテネントイン顆粒２５％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2329002D3047 アルジオキサ ２５％１ｇ アルキサ顆粒２５ 小林化工 後発品 6.20
内用薬 2329002D4051 アルジオキサ ５０％１ｇ アルキサ顆粒５０ 小林化工 後発品 6.20
内用薬 2329002D4221 アルジオキサ ５０％１ｇ ヨウアネート顆粒 陽進堂 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2329002D4248 アルジオキサ ５０％１ｇ イサロン顆粒５０％ あすか製薬 後発品 20.40
内用薬 2329002D4256 アルジオキサ ５０％１ｇ アスコンプ顆粒５０％ 日本ケミファ 後発品 15.50
内用薬 2329002D4272 アルジオキサ ５０％１ｇ フラマーゲン顆粒５０％ 日医工ファーマ 後発品 6.20 H23.3.31まで
内用薬 2329002D4280 アルジオキサ ５０％１ｇ アテネントイン顆粒５０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2329002D4299 アルジオキサ ５０％１ｇ ヨウアネート顆粒５０％ 陽進堂 後発品 6.20
内用薬 2329002F1037 アルジオキサ ５０ｍｇ１錠 アラネトリン錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 5.00 H24.3.31まで
内用薬 2329002F2114 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アランタＳＦ錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2329002F2122 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルサ錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 2329002F2130 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルキサ錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 5.00
内用薬 2329002F2149 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アテネントイン錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.00
内用薬 2329002F2157 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルジオキサ錠１００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.00

内用薬 2329002F2165 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 イサロン錠１００ｍｇ あすか製薬 後発品 5.90
内用薬 2329004C1110 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ エルケー細粒 三恵薬品 後発品 13.80 H23.3.31まで

内用薬 2329004C1129 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ ノイエル細粒４０％ 第一三共エスファ 24.80
内用薬 2329004C1145 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ ラクマーゼ細粒４０％ 東和薬品 後発品 14.60 H24.3.31まで
内用薬 2329004C1153 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ レスラート細粒４０％ 陽進堂 後発品 13.80
内用薬 2329004M1159 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル ラクマーゼカプセル２００ｍｇ 東和薬品 後発品 9.70
内用薬 2329004M1167 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル エルグリルカプセル２００ｍｇ 辰巳化学 後発品 8.90
内用薬 2329004M1175 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル ノイエルカプセル２００ｍｇ 第一三共エスファ 14.00
内用薬 2329004M1183 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル レスラートカプセル２００ｍｇ 陽進堂 後発品 9.30
内用薬 2329005C1042 塩酸ピレンゼピン ５％１ｇ カロデリン細粒５％ 日本ケミファ 後発品 19.00
内用薬 2329005C2022 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ガストシオン細粒１０％ シオノケミカル 後発品 14.70 H24.3.31まで
内用薬 2329005C2073 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ガストロゼピン細粒１０％ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
54.70 H23.3.31まで

内用薬 2329005C2081 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ランクリック細粒１０％ 東和薬品 後発品 14.30
内用薬 2329005C2090 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ カロデリン細粒１０％ 日本ケミファ 後発品 28.80
内用薬 2329005F1103 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピレンゼール錠２５ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2329005F1189 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 キッカルジン錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2329005F1197 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ガタンプル錠２５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 2329005F1200 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピン錠２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2329005F1219 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医

工」
ダイト 後発品 5.70

内用薬 2329005F1227 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピロデイン錠２５ｍｇ メディサ新薬 後発品 5.70
内用薬 2329005F1235 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ストマゼピン錠２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2329005F1243 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 フォリンゼピン錠２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2329005F1251 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ガストロゼピン錠２５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
14.90

内用薬 2329005F1260 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ランクリック錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2329006C1080 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファニール細粒１０％ 大日本住友製薬 12.70
内用薬 2329006C1098 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファルト細粒１０％ ニプロファーマ 後発品 6.20
内用薬 2329006M1115 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファニールソフトカプセル５０ 大日本住友製薬 6.50
内用薬 2329006M1247 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル シバメットカプセル 東邦新薬 後発品 5.40
内用薬 2329006M1336 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ヨウファナート「カプセル」 陽進堂 後発品 5.40 H22.6.30まで
内用薬 2329006M1344 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファニールカプセル５０ 大日本住友製薬 6.50

内用薬 2329006M1352 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファルナートカプセル５０ｍｇ「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 2329006M1360 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ヨウファナートカプセル５０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.40 H24.3.31まで
内用薬 2329006M2081 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファニールカプセル１００ 大日本住友製薬 12.80
内用薬 2329006M2090 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファニールソフトカプセル１００ 大日本住友製薬 12.80
内用薬 2329006M2251 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ※ ゲファルナートＳ・１００（日医工） 東海カプセル 後発品 5.70 H22.6.30まで

内用薬 2329006M2260 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファルナートソフトカプセル１００
ｍｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 6.40

内用薬 2329006M2278 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファルナートソフトカプセル１００
ｍｇ「東海」

東海カプセル 後発品 5.70

内用薬 2329008C1089 スクラルファート ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2329008C1097 スクラルファート ９０％１ｇ アルサルミン細粒９０％ 中外製薬 6.80
内用薬 2329008C1100 スクラルファート ９０％１ｇ オーネスミン細粒９０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2329008C1119 スクラルファート ９０％１ｇ ツナルミン細粒９０％ 前田薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2329008C1127 スクラルファート ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2329008D1106 スクラルファート ９０％１ｇ ムッテルミン顆粒 共和薬品工業 後発品 6.20 H23.3.31まで
内用薬 2329008D1157 スクラルファート ９０％１ｇ ビンガスト顆粒９０％ 日医工ファーマ 後発品 6.20
内用薬 2329008D1165 スクラルファート ９０％１ｇ シューアルミン顆粒９０％ サンド 後発品 6.20
内用薬 2329008D1173 スクラルファート ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.20

内用薬 2329008F1026 スクラルファート ２５０ｍｇ１錠 アルサルミン錠 中外製薬 5.90 H23.3.31まで
内用薬 2329008S1067 スクラルファート １０％１ｍＬ アルトサミン液 大洋薬品工業 後発品 3.10 H22.6.30まで
内用薬 2329008S1091 スクラルファート １０％１ｍＬ テイガスト内服液１０％ 日医工ファーマ 後発品 3.10
内用薬 2329008S1105 スクラルファート １０％１ｍＬ アルサルミン内用液１０％ 中外製薬 4.10
内用薬 2329008S1113 スクラルファート １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 3.10

内用薬 2329009C2020 スルピリド １０％１ｇ アビリット細粒１０％ 大日本住友製薬 22.20

内用薬 2329009C2055 スルピリド １０％１ｇ ドグマチール細粒１０％ アステラス製薬 27.00
内用薬 2329009C2063 スルピリド １０％１ｇ ミラドール細粒１０％ バイエル薬品 20.40
内用薬 2329009C2080 スルピリド １０％１ｇ スルピリド細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2329009C3078 スルピリド ５０％１ｇ ドグマチール細粒５０％ アステラス製薬 76.10

内用薬 2329009C3086 スルピリド ５０％１ｇ ミラドール細粒５０％ バイエル薬品 62.20

内用薬 2329009C3108 スルピリド ５０％１ｇ スルピリド細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 18.80

内用薬 2329009C3116 スルピリド ５０％１ｇ アビリット細粒５０％ 大日本住友製薬 66.20

内用薬 2329009F1047 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 クールスパン錠５０ ニプロファーマ 後発品 6.30

内用薬 2329009F1098 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ（ＴＹＫ） 大正薬品工業 後発品 6.30

内用薬 2329009F1110 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠５０ｍｇ アステラス製薬 17.00
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内用薬 2329009F1144 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ミラドール錠５０ バイエル薬品 11.50

内用薬 2329009F1152 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30

内用薬 2329009F1160 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ベタマック錠５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 2329009F1179 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 アビリット錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 12.60

内用薬 2329009F1187 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.30

内用薬 2329009F1195 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 6.30

内用薬 2329009F1209 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 マーゲノール錠５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 2329009M1070 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ケイチール 三恵薬品 後発品 6.30 H22.6.30まで

内用薬 2329009M1330 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ヨウマチール「カプセル」 陽進堂 後発品 6.30 H22.6.30まで

内用薬 2329009M1356 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 アビリットカプセル５０ｍｇ 大日本住友製薬 12.50
内用薬 2329009M1364 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 スルピリドカプセル５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2329009M1372 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ミラドールカプセル５０ｍｇ バイエル薬品 11.10
内用薬 2329009M1380 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ドグマチールカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 17.00
内用薬 2329009M1399 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 マーゲノールカプセル５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.30
内用薬 2329009M1402 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ピリカップルカプセル５０ｍｇ イセイ 後発品 6.30
内用薬 2329009M1410 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ケイチールカプセル５０ｍｇ 三恵薬品 後発品 6.30 H24.3.31まで
内用薬 2329009M1429 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ヨウマチールカプセル５０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.30 H23.3.31まで
内用薬 2329010F1031 プログルミド ２００ｍｇ１錠 プロミド錠２００ｍｇ 科研製薬 7.50

内用薬 2329011C1030 ソファルコン １０％１ｇ スコーウエ細粒１０％ 陽進堂 後発品 8.70
内用薬 2329011C1099 ソファルコン １０％１ｇ パランコン細粒１０％ 東和薬品 後発品 9.50
内用薬 2329011C1129 ソファルコン １０％１ｇ トファルコン細粒１０％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.50

内用薬 2329011C1137 ソファルコン １０％１ｇ ソルドロン細粒１０％ 沢井製薬 後発品 9.50
内用薬 2329011C1145 ソファルコン １０％１ｇ ラビン細粒１０％ 辰巳化学 後発品 8.70
内用薬 2329011C1153 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 8.50 H23.3.31まで

内用薬 2329011C1161 ソファルコン １０％１ｇ セスファルコ細粒１０％ 長生堂製薬 後発品 8.90 H23.3.31まで
内用薬 2329011C1170 ソファルコン １０％１ｇ ソロファール細粒１０％ 小林化工 後発品 9.50 H23.3.31まで
内用薬 2329011C1188 ソファルコン １０％１ｇ ファソレミン細粒１０％ 大正薬品工業 後発品 8.50 H23.3.31まで
内用薬 2329011C2028 ソファルコン ２０％１ｇ ソロン細粒２０％ 大正製薬 28.70
内用薬 2329011C2036 ソファルコン ２０％１ｇ スコーウエ細粒２０％ 陽進堂 後発品 11.50
内用薬 2329011C2044 ソファルコン ２０％１ｇ セスファルコ細粒２０％ 長生堂製薬 後発品 15.80
内用薬 2329011C2052 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 14.40
内用薬 2329011C2060 ソファルコン ２０％１ｇ ソルドロン細粒２０％ 沢井製薬 後発品 15.40
内用薬 2329011C2079 ソファルコン ２０％１ｇ トファルコン細粒２０％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 13.80

内用薬 2329011C2087 ソファルコン ２０％１ｇ パランコン細粒２０％ 東和薬品 後発品 15.40

内用薬 2329011C2095 ソファルコン ２０％１ｇ ラビン細粒２０％ 辰巳化学 後発品 15.00
内用薬 2329011F1028 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソロン錠５０ 大正製薬 8.60
内用薬 2329011F1036 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソルニラート錠５０ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 2329011F1044 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソロファール錠５０ 小林化工 後発品 5.90 H23.3.31まで

内用薬 2329011F1052 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ラビン錠５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2329011F1060 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 トファルコン錠５０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.80 H23.6.24収載

内用薬 2329011M1035 ソファルコン ５０ｍｇ１カプセル セスファルコ５０カプセル 長生堂製薬 後発品 5.80
内用薬 2329011M2031 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル セスファルコ１００カプセル 長生堂製薬 後発品 10.00
内用薬 2329011M2040 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ソルニラートカプセル１００ 大洋薬品工業 後発品 9.50 H24.3.31まで
内用薬 2329011M2066 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ソロンカプセル１００ 大正製薬 15.10

内用薬 2329011M2074 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル トファルコンカプセル１００ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 10.00

内用薬 2329011M2082 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ラビンカプセル１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 9.50 H23.6.24収載

内用薬 2329012C1026 テプレノン １０％１ｇ セルベックス細粒１０％ エーザイ 23.70
内用薬 2329012C1042 テプレノン １０％１ｇ アンタゴスチン細粒１０％ 陽進堂 後発品 13.00
内用薬 2329012C1069 テプレノン １０％１ｇ コバルノン細粒 日医工 後発品 12.70 H22.6.30まで
内用薬 2329012C1085 テプレノン １０％１ｇ セフタック細粒１０％ 沢井製薬 後発品 16.30
内用薬 2329012C1093 テプレノン １０％１ｇ セループ細粒１０％ 大洋薬品工業 後発品 13.60 H24.3.31まで

内用薬 2329012C1107 テプレノン １０％１ｇ セルテプノン細粒１０％ 大正薬品工業 後発品 12.10
内用薬 2329012C1220 テプレノン １０％１ｇ デムナロン細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 14.20
内用薬 2329012C1263 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 後発品 13.60 H24.3.31まで

内用薬 2329012C1271 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 13.30
内用薬 2329012C1280 テプレノン １０％１ｇ テルペノン細粒１０％ 共和薬品工業 後発品 13.00

内用薬 2329012C1298 テプレノン １０％１ｇ セルパス細粒１０％ シー・エイチ・
オー新薬

後発品 16.30

内用薬 2329012C1301 テプレノン １０％１ｇ コバルノン細粒１０％ 日医工 後発品 12.70
内用薬 2329012M1021 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セルベックスカプセル５０ｍｇ エーザイ 12.10
内用薬 2329012M1064 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル コバルノンカプセル 日医工 後発品 7.00 H22.6.30まで
内用薬 2329012M1080 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セフタックカプセル５０ 沢井製薬 後発品 8.00
内用薬 2329012M1099 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セループカプセル５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 7.30

内用薬 2329012M1102 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セルテプノンカプセル５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 7.00
内用薬 2329012M1226 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テルペノンカプセル５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.40
内用薬 2329012M1277 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＯＨＡ

ＲＡ」
大原薬品工業 後発品 7.60 H24.3.31まで

内用薬 2329012M1285 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル アンタゴスチンカプセル５０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.60
内用薬 2329012M1293 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 8.00

内用薬 2329012M1307 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セルパスカプセル５０ｍｇ シー・エイチ・
オー新薬

後発品 8.40

内用薬 2329012M1315 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル デムナロンカプセル５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.60
内用薬 2329012M1323 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル コバルノンカプセル５０ｍｇ 日医工 後発品 7.00
内用薬 2329014C1033 プラウノトール ８％１ｇ ケルナック細粒８％ 第一三共 21.90
内用薬 2329014M1039 プラウノトール ８０ｍｇ１カプセル ケルナックカプセル８０ｍｇ 第一三共 22.40
内用薬 2329015C1100 トロキシピド ２０％１ｇ 局 アプレース細粒２０％ 杏林製薬 26.00 H23.4.1局方品

内用薬 2329015C1119 トロキシピド ２０％１ｇ 局 トロキシン細粒２０％ 大原薬品工業 後発品 12.50 H23.4.1局方品

内用薬 2329015F2022 トロキシピド １００ｍｇ１錠 局 アプレース錠１００ｍｇ 杏林製薬 15.40 H23.4.1局方品
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内用薬 2329015F2120 トロキシピド １００ｍｇ１錠 局 トロキシピド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10 H23.4.1局方品

内用薬 2329015F2138 トロキシピド １００ｍｇ１錠 局 トロキシン錠１００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 6.10 H23.4.1局方品

内用薬 2329019M1040 塩酸ベネキサートベータ
デクス

２００ｍｇ１カプセル ウルグートカプセル２００ｍｇ 塩野義製薬 17.90

内用薬 2329019M1058 塩酸ベネキサートベータ
デクス

２００ｍｇ１カプセル ロンミールカプセル２００ｍｇ ナガセ医薬品 9.50

内用薬 2329020C1012 イルソグラジンマレイン
酸塩

０．８％１ｇ 局 イルソグラジンマレイン酸塩細粒 後発品 20.50 H23.4.1局方品
H23.11.11一般名

内用薬 2329020C1020 イルソグラジンマレイン
酸塩

０．８％１ｇ 局 ガスロンＮ細粒０．８％ 日本新薬 129.10 H23.4.1局方品

内用薬 2329020C1098 イルソグラジンマレイン
酸塩

０．８％１ｇ 局 イルガス細粒０．８％ 日医工 後発品 20.50

内用薬 2329020C1110 イルソグラジンマレイン
酸塩

０．８％１ｇ 局 セレガスロン細粒０．８％ 大洋薬品工業 後発品 30.30 H23.4.1局方品

内用薬 2329020F1019 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠 後発品 6.00 H23.4.1局方品
H23.11.11一般名

内用薬 2329020F1027 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 ガスロンＮ錠２ｍｇ 日本新薬 34.80 H23.4.1局方品

内用薬 2329020F1035 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 セレガスロン錠２ 大洋薬品工業 後発品 10.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329020F1051 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 イノマール錠２ 沢井製薬 後発品 6.90

内用薬 2329020F1108 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 イルガス錠２ｍｇ 日医工 後発品 7.70

内用薬 2329020F2015 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠 後発品 11.50 H23.4.1局方品
H23.11.11一般名

内用薬 2329020F2023 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 ガスロンＮ錠４ｍｇ 日本新薬 71.00 H23.4.1局方品

内用薬 2329020F2031 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 セレガスロン錠４ 大洋薬品工業 後発品 23.90 H23.4.1局方品

内用薬 2329020F2074 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 イルガス錠４ｍｇ 日医工 後発品 11.50

内用薬 2329020F2090 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 イノマール錠４ 沢井製薬 後発品 10.30 H22.11.19収載

内用薬 2329020F3020 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ 日本新薬 34.80

内用薬 2329020F4026 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ 日本新薬 71.00

内用薬 2329021D1020 レバミピド ２０％１ｇ ムコスタ顆粒２０％ 大塚製薬 36.30
内用薬 2329021D1039 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 24.70
内用薬 2329021D1047 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 24.70
内用薬 2329021D1055 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「あすか」 あすか製薬 後発品 24.70
内用薬 2329021D1063 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 24.70
内用薬 2329021D1071 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「タカタ」 高田製薬 後発品 24.70
内用薬 2329021D1080 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「日医工」 日医工 後発品 24.70 H22.5.28収載

内用薬 2329021F1021 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 ムコスタ錠１００ 大塚製薬 19.30 H22.6.30まで
内用薬 2329021F1030 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 大原薬品工業 後発品 13.10 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1048 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 12.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1056 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 13.90 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1064 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 12.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1072 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 12.40 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1080 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 14.20 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1099 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 13.10 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1102 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 ムコスタ錠１００ｍｇ 大塚製薬 19.30
内用薬 2329021F1110 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 11.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1129 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 後発品 11.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1137 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 11.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1145 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 11.70

内用薬 2329021F1153 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 11.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1161 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 11.70

内用薬 2329021F1170 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 11.70
内用薬 2329021F1188 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1196 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 11.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1200 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 11.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1218 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1226 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 11.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1234 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 11.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1242 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 11.70 H23.4.1局方品

内用薬 2329021F1250 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11.70 H22.5.28収載

内用薬 2329021F1269 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 11.70 H22.5.28収載

内用薬 2329021F1277 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.70 H22.5.28収載

内用薬 2329021F1285 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 11.70 H22.5.28収載

内用薬 2329021F1293 レバミピド １００ｍｇ１錠 局
レバミピド錠１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 11.70 H23.11.28収載

内用薬 2329021F2028 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 11.70

内用薬 2329021F2036 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.70

内用薬 2329021F2044 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 11.70

内用薬 2329022H1043 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラール錠２０ アストラゼネカ 169.40

内用薬 2329022H1051 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 169.40

内用薬 2329022H1060 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オブランゼ錠２０ 大洋薬品工業 後発品 75.50

内用薬 2329022H1078 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプトロール錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 70.40

内用薬 2329022H1086 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 58.80

内用薬 2329022H1094 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 101.60

内用薬 2329022H1108 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠「トーワ」２０ｍｇ 東和薬品 後発品 101.60
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内用薬 2329022H1124 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメラップ錠２０ 日医工 後発品 89.00

内用薬 2329022H1132 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 エンプラール錠２０ シオノケミカル 後発品 116.70

内用薬 2329022H1140 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 81.30

内用薬 2329022H1159 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプロトン錠２０ｍｇ 沢井製薬 後発品 91.90

内用薬 2329022H1167 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 81.30

内用薬 2329022H2023 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラール錠１０ アストラゼネカ 97.00

内用薬 2329022H2031 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 97.00

内用薬 2329022H2040 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オブランゼ錠１０ 大洋薬品工業 後発品 45.60

内用薬 2329022H2058 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠「トーワ」１０ｍｇ 東和薬品 後発品 59.20

内用薬 2329022H2066 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメラップ錠１０ 日医工 後発品 48.40

内用薬 2329022H2074 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 エンプラール錠１０ シオノケミカル 後発品 62.60

内用薬 2329022H2082 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 45.60

内用薬 2329022H2090 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 58.10

内用薬 2329022H2104 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプロトン錠１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 55.00

内用薬 2329022H2112 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプトロール錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 42.50 H22.5.28収載

内用薬 2329022H2120 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 49.10 H22.5.28収載

内用薬 2329022H2139 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 49.10 H23.6.24収載

内用薬 2329023F1020 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 タケプロンＯＤ錠１５ 武田薬品工業 104.00

内用薬 2329023F1039 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 スタンゾームＯＤ錠１５ シオノケミカル 後発品 45.40

内用薬 2329023F1047 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 44.60

内用薬 2329023F1055 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 44.50

内用薬 2329023F1063 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ラソプランＯＤ錠１５ｍｇ 沢井製薬 後発品 65.30 H24.3.31まで

内用薬 2329023F1071 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 71.20

内用薬 2329023F1080 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 41.60 H22.11.19収載

内用薬 2329023F1098 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 50.30 H22.11.19収載

内用薬 2329023F1101 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 65.30 H23.11.28収載

内用薬 2329023F2027 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 タケプロンＯＤ錠３０ 武田薬品工業 181.50

内用薬 2329023F2035 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 スタンゾームＯＤ錠３０ シオノケミカル 後発品 83.30

内用薬 2329023F2043 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 80.80

内用薬 2329023F2051 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 80.80

内用薬 2329023F2060 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ラソプランＯＤ錠３０ｍｇ 沢井製薬 後発品 122.10 H24.3.31まで

内用薬 2329023F2078 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 124.10

内用薬 2329023F2086 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 70.60 H22.11.19収載

内用薬 2329023F2094 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 85.80 H22.11.19収載

内用薬 2329023F2108 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 122.10 H23.11.28収載

内用薬 2329023M1020 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル タケプロンカプセル１５ 武田薬品工業 104.00

内用薬 2329023M1038 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル タイプロトンカプセル１５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 51.20

内用薬 2329023M1046 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル タピゾールカプセル１５ 大洋薬品工業 後発品 44.50
内用薬 2329023M1054 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ラソプランカプセル１５ｍｇ 沢井製薬 後発品 65.30 H24.3.31まで
内用薬 2329023M1070 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ

「アメル」
共和薬品工業 後発品 43.20

内用薬 2329023M1089 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソラールカプセル１５ 日医工 後発品 50.30
内用薬 2329023M1097 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル スタンゾームカプセル１５ シオノケミカル 後発品 45.40
内用薬 2329023M1100 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ

「ＭＥＤ」
メディサ新薬 後発品 56.20

内用薬 2329023M1119 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 41.60

内用薬 2329023M1127 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 71.20

内用薬 2329023M1135 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「ＪＧ」

大興製薬 後発品 44.60 H22.11.19収載

内用薬 2329023M1143 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル
ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 65.30 H23.11.28収載

内用薬 2329023M2026 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル タケプロンカプセル３０ 武田薬品工業 181.50
内用薬 2329023M2034 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル タイプロトンカプセル３０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 89.70
内用薬 2329023M2042 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル タピゾールカプセル３０ 大洋薬品工業 後発品 80.80
内用薬 2329023M2050 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ラソプランカプセル３０ｍｇ 沢井製薬 後発品 122.10 H24.3.31まで
内用薬 2329023M2077 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ

「アメル」
共和薬品工業 後発品 70.60

内用薬 2329023M2085 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソラールカプセル３０ 日医工 後発品 85.80
内用薬 2329023M2093 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル スタンゾームカプセル３０ シオノケミカル 後発品 83.30
内用薬 2329023M2107 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ

「ＭＥＤ」
メディサ新薬 後発品 96.10

内用薬 2329023M2115 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 77.50

内用薬 2329023M2123 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 124.10

内用薬 2329023M2131 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「ＪＧ」

大興製薬 後発品 80.80 H22.11.19収載

内用薬 2329023M2140 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル
ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 122.10 H23.11.28収載
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内用薬 2329024F1025 ミソプロストール ２００μｇ１錠 サイトテック錠２００ ファイザー 38.60
内用薬 2329024F2021 ミソプロストール １００μｇ１錠 サイトテック錠１００ ファイザー 21.90
内用薬 2329025M1029 エンプロスチル ２５μｇ１カプセル カムリードカプセル２５ 田辺三菱製薬 51.00
内用薬 2329025M2025 エンプロスチル １２．５μｇ１カプセ

ル
カムリードカプセル１２．５ 田辺三菱製薬 29.50

内用薬 2329026D1031 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ 局 ガストローム顆粒６６．７％ 田辺三菱製薬 24.60
内用薬 2329026D1040 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 17.30 H23.4.1局方品

内用薬 2329026D1058 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 16.40 H23.4.1局方品

内用薬 2329026D1066 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 16.40 H23.4.1局方品

内用薬 2329026D1074 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 16.80 H23.4.1局方品

内用薬 2329026D1082 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.40 H23.4.1局方品

内用薬 2329026D1090 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 17.30 H23.4.1局方品

内用薬 2329026D1104 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 16.40 H23.4.1局方品

内用薬 2329026D1112 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 16.80 H23.4.1局方品

内用薬 2329026D1120 エカベトナトリウム ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 17.30 H23.4.1局方品

内用薬 2329027D1028 ポラプレジンク １５％１ｇ プロマック顆粒１５％ ゼリア新薬工業 73.00
内用薬 2329027D1044 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 51.30
内用薬 2329027D1052 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 51.90
内用薬 2329027D1060 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 51.90
内用薬 2329027D1079 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 51.30
内用薬 2329027D1087 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「タイ

ヨー」
大興製薬 後発品 55.50

内用薬 2329027D1095 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 53.60

内用薬 2329027F1029 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 プロマックＤ錠７５ ゼリア新薬工業 40.70
内用薬 2329027F1037 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 28.50 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1023 ラベプラゾールナトリウ １０ｍｇ１錠 パリエット錠１０ｍｇ エーザイ 168.90
内用薬 2329028F1031 ラベプラゾールナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「Ａ

Ａ」
あすか製薬 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1040 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディクス 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1058 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1066 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1074 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1082 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1090 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「興和
テバ」

大正薬品工業 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1104 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1112 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1120 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1139 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1147 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1155 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1163 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ＣＨＯＳ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1171 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1180 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1198 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1201 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「科研」

ダイト 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1210 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1228 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1236 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 118.20 H22.11.19収載

内用薬 2329028F1244 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「タイヨー」

大興製薬 後発品 106.40 H23.6.24収載

内用薬 2329028F1252
ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 106.40 H23.11.28収載

内用薬 2329028F1260
ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠
ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ゼリア」

ゼリア新薬工業 後発品 106.40 H23.11.28収載

内用薬 2329028F2020 ラベプラゾールナトリウ ２０ｍｇ１錠 パリエット錠２０ｍｇ エーザイ 313.00
内用薬 2329028F2038 ラベプラゾールナトリウ

ム
２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「Ａ

Ａ」
あすか製薬 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2046 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディクス 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2054 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2062 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2070 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2089 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2097 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「興和
テバ」

大正薬品工業 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2100 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2119 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2127 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 219.00 H22.11.19収載
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内用薬 2329028F2135 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2143 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2151 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2160 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ＣＨＯＳ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2178 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2186 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2194 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2208 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「科研」

ダイト 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2216 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2224 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2232 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 219.00 H22.11.19収載

内用薬 2329028F2240 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「タイヨー」

大興製薬 後発品 197.10 H23.6.24収載

内用薬 2329028F2259
ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠
ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 197.10 H23.11.28収載

内用薬 2329028F2267
ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠
ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ゼリア」

ゼリア新薬工業 後発品 197.10 H23.11.28収載

内用薬 2329029M1027 エソメプラゾールマグネ
シウム水和物

１０ｍｇ１カプセル ネキシウムカプセル１０ｍｇ アストラゼネカ 96.70 H23.9.12収載

内用薬 2329029M2023 エソメプラゾールマグネ
シウム水和物

２０ｍｇ１カプセル ネキシウムカプセル２０ｍｇ アストラゼネカ 168.90 H23.9.12収載

内用薬 2329100A1047 臭化プロパンテリン・ク
ロロフィル配合剤

１ｇ メサフィリン末 サンノーバ 6.30 H22.6.30まで

内用薬 2329100B1026 臭化プロパンテリン・ク
ロロフィル配合剤

１ｇ メサフィリン配合散 サンノーバ 6.30

内用薬 2329101F1049 臭化プロパンテリン・ク
ロロフィル配合剤

１錠 メサフィリン錠 サンノーバ 6.00 H22.6.30まで

内用薬 2329101F1065 臭化プロパンテリン・ク
ロロフィル配合剤

１錠 メサフィリン配合錠 サンノーバ 6.00

内用薬 2329103F1056 ピペタナート塩酸塩含有
配合剤

１錠 ツルピネート 鶴原製薬 後発品 5.40 H23.3.31まで

内用薬 2329104C1097 ピペタナート塩酸塩含有
配合剤

１ｇ パングリーンＰ イセイ 後発品 6.20 H24.3.31まで

内用薬 2329104C1100 ピペタナート塩酸塩含有
配合剤

１ｇ ツルピネート細粒 鶴原製薬 後発品 6.20 H23.3.31まで

内用薬 2329104C1119 ピペタナート塩酸塩含有
配合剤

１ｇ ゲシュウル配合細粒 日医工ファーマ 後発品 6.20 H23.3.31まで

内用薬 2329105D1038 ピペタナート塩酸塩含有
配合剤

１ｇ 複合エピサネートＧ顆粒 大洋薬品工業 8.00

内用薬 2329107D1029 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ コランチル顆粒 塩野義製薬 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2329107D1037 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ コサイチル顆粒 キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.90 H22.6.30まで

内用薬 2329107D1053 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ レスポリックス顆粒 鶴原製薬 後発品 5.90 H22.6.30まで

内用薬 2329107D1061 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ アルゲルミン顆粒 東和薬品 後発品 5.90 H22.6.30まで

内用薬 2329107D1070 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ アルゲルミン配合顆粒 東和薬品 後発品 5.90 H24.3.31まで

内用薬 2329107D1088 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ コサイチル配合顆粒 キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.90 H23.3.31まで

内用薬 2329107D1096 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ コランチル配合顆粒 塩野義製薬 6.20

内用薬 2329107D1100 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ レスポリックス配合顆粒 鶴原製薬 後発品 5.90

内用薬 2329116R1033 アルギン酸ナトリウム １ｇ アルロイドＧ－ドライ 共成製薬 26.10 H22.6.30まで
内用薬 2329116R1041 アルギン酸ナトリウム １ｇ アルロイドＧ顆粒溶解用６７％ 共成製薬 26.10
内用薬 2329116S1027 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルクレイン液 鶴原製薬 後発品 7.80 H22.6.30まで
内用薬 2329116S1035 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルロイドＧ 共成製薬 19.50 H22.6.30まで
内用薬 2329116S1078 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ サンメール内用液５％ 東亜薬品 後発品 11.50
内用薬 2329116S1086 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルクレイン内用液５％ 鶴原製薬 後発品 7.80
内用薬 2329116S1094 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルロイドＧ内用液５％ 共成製薬 19.50
内用薬 2329118A1020 カンゾウ抽出物・メタケ

イ酸アルミン酸マグネシ
１ｇ ネオ・ユモール末 アルフレッサ

ファーマ
6.20 H22.6.30まで

内用薬 2329118B1026 カンゾウ抽出物・メタケ
イ酸アルミン酸マグネシ

１ｇ ネオ・ユモール配合散 アルフレッサ
ファーマ

6.20

内用薬 2329119F1022 カンゾウ抽出物・メタケ
イ酸アルミン酸マグネシ

１錠 ネオユモール錠剤 アルフレッサ
ファーマ

5.90 H22.6.30まで

内用薬 2329119F1030 カンゾウ抽出物・メタケ
イ酸アルミン酸マグネシ

１錠 ネオユモール配合錠 アルフレッサ
ファーマ

5.90

内用薬 2329122C1028 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレミン細粒 ニプロファーマ 後発品 6.90 H22.6.30まで

内用薬 2329122C1036 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレン・グルタミン細粒「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 後発品 7.10 H22.6.30まで

内用薬 2329122C1044 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレミン配合細粒 ニプロファーマ 後発品 6.90

内用薬 2329122C1052 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭ
ＥＣ」

サンノーバ 後発品 7.10

内用薬 2329122D1031 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズクレニンＳ顆粒 長生堂製薬 後発品 6.80 H22.6.30まで

内用薬 2329122D1040 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アルサズレン顆粒 扶桑薬品工業 後発品 7.30 H23.3.31まで

内用薬 2329122D1058 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ウルクゾール顆粒 イセイ 後発品 6.80 H22.6.30まで

内用薬 2329122D1090 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ グリクラミン顆粒 協和医療開発 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2329122D1104 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ グリマック顆粒 メディサ新薬 後発品 7.30 H22.6.30まで

内用薬 2329122D1112 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ グロリアミン顆粒 サンド 後発品 6.20

内用薬 2329122D1120 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ セダガストン顆粒 協和医療開発 後発品 7.70 H22.6.30まで

内用薬 2329122D1147 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ トーワズレン顆粒 東和薬品 後発品 6.50 H22.6.30まで

内用薬 2329122D1155 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ヒズレンＳ顆粒 辰巳化学 後発品 6.20 H23.3.31まで
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内用薬 2329122D1201 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ポドニンＳ顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.80 H22.6.30まで

内用薬 2329122D1252 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ マーズレンＳ顆粒 寿製薬 16.60 H22.6.30まで

内用薬 2329122D1287 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ マナミンＧＡ顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2329122D1309 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ メサドリン－Ｓ顆粒 前田薬品工業 後発品 7.70 H22.6.30まで

内用薬 2329122D1317 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ヨウズレンＳ顆粒 陽進堂 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2329122D1325 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ルフレン顆粒 日医工ファーマ 後発品 7.70 H22.6.30まで

内用薬 2329122D1341 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズクレニンＳ配合顆粒 長生堂製薬 後発品 6.80

内用薬 2329122D1350 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ウルクゾール配合顆粒 イセイ 後発品 6.80

内用薬 2329122D1368 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ グリクラミン配合顆粒 協和医療開発 後発品 6.20 H23.3.31まで

内用薬 2329122D1376 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ グリマック配合顆粒 メディサ新薬 後発品 7.30

内用薬 2329122D1384 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ セダガストン配合顆粒 協和発酵キリン 後発品 7.70

内用薬 2329122D1392 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ トーワズレン配合顆粒 東和薬品 後発品 6.50

内用薬 2329122D1406 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ポドニンＳ配合顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.80

内用薬 2329122D1414 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ マーズレンＳ配合顆粒 寿製薬 16.60

内用薬 2329122D1422 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ マナミンＧＡ配合顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329122D1430 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ メサドリンＳ配合顆粒 前田薬品工業 後発品 7.70

内用薬 2329122D1449 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ヨウズレンＳ配合顆粒 陽進堂 後発品 6.20

内用薬 2329122D1457 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ ルフレン配合顆粒 日医工ファーマ 後発品 7.70

内用薬 2329122D1465 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレンスルホン酸ナトリウム・Ｌ－
グルタミン配合顆粒「クニヒロ」

皇漢堂製薬 後発品 6.20 H22.5.28収載

内用薬 2329122F1032 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１錠 マーズレン配合錠１．０ＥＳ 寿製薬 21.10

内用薬 2329122F2020 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１錠 マーズレン配合錠０．５ＥＳ 寿製薬 12.20

内用薬 2329122F3027 アズレンスルホン酸ナト
リウム・Ｌ－グルタミン

１錠 マーズレン配合錠０．３７５ＥＳ 寿製薬 9.70

内用薬 2329125B1026 メチオニン・メタケイ酸
アルミン酸マグネシウム
配合剤

１ｇ キャベジンＵコーワ散 興和 6.00 H22.6.30まで

内用薬 2329125B1034 メチオニン・メタケイ酸
アルミン酸マグネシウム
配合剤

１ｇ キャベジンＵコーワ配合散 興和 6.00

内用薬 2331001X1010 含糖ペプシン １０ｇ 局 含糖ペプシン 19.50
内用薬 2331003X1019 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ 23.90
内用薬 2331003X1043 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ．ＯＩ 日医工ファーマ 30.40
内用薬 2331003X1051 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ケンエー」 健栄製薬 31.00
内用薬 2331003X1060 ジアスターゼ １０ｇ 局 ※ ジアスターゼ（小堺） 小堺製薬 29.60
内用薬 2331003X1094 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ　シオエ シオエ製薬 31.00
内用薬 2331003X1108 ジアスターゼ １０ｇ 局 「純生」ジアス 純生薬品工業 31.00 H24.3.31まで
内用薬 2331003X1132 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ〈ハチ〉 東洋製薬化成 33.90
内用薬 2331003X1140 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ホエイ」 マイラン製薬 31.00
内用薬 2331003X1183 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ．ＹＩ 山田製薬 31.00 H23.3.31まで
内用薬 2331003X1191 ジアスターゼ １０ｇ 局 ※ ジアスターゼ（山善） 山善製薬 26.20
内用薬 2331003X1205 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ヤクハン」 ヤクハン製薬 31.00
内用薬 2331003X1230 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ニッコー」 日興製薬 29.60
内用薬 2331003X1248 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 30.40
内用薬 2331003X1264 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ヨシダ」 吉田製薬 31.00
内用薬 2331003X1280 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ原末「マルイシ」 丸石製薬 31.00
内用薬 2331005A1031 アスペルギルス属菌由来

消化酵素
１ｇ タカヂアスターゼ原末 第一三共 6.20

内用薬 2331006X1012 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン 6.90
内用薬 2331006X1039 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「エビス」 日興製薬 7.20
内用薬 2331006X1055 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 2331006X1063 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「三恵」 三恵薬品 7.50
内用薬 2331006X1071 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン　シオエ シオエ製薬 8.10
内用薬 2331006X1098 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.50
内用薬 2331006X1101 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ホエイ」 マイラン製薬 7.20
内用薬 2331006X1136 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン．ＹＩ 山田製薬 7.30 H24.3.31まで
内用薬 2331006X1144 パンクレアチン １ｇ 局 ※ パンクレアチン（山善） 山善製薬 7.20
内用薬 2331006X1195 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ヨシダ」 吉田製薬 8.70
内用薬 2331006X1217 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン原末「マルイシ」 丸石製薬 7.30
内用薬 2331007D1029 パンクレリパーゼ ３００ｍｇ１包 リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 アボットジャパン 59.00 H23.7.19収載

内用薬 2331007M1029 パンクレリパーゼ １５０ｍｇ１カプセル リパクレオンカプセル１５０ｍｇ アボットジャパン 31.60 H23.7.19収載

内用薬 2332001X1017 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母 25.50
内用薬 2332001X1068 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母「ホエイ」 マイラン製薬 35.00
内用薬 2332001X1076 乾燥酵母 １０ｇ 局 ※ 乾燥酵母（山善） 山善製薬 30.60
内用薬 2332001X1084 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母エビオス アサヒフードアン

ドヘルスケア
40.10

内用薬 2333001X1014 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ 17.60
内用薬 2333001X1030 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ．ＯＹ 日医工ファーマ 18.50 H23.3.31まで
内用薬 2333001X1073 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ　シオエ シオエ製薬 18.10 H24.3.31まで
内用薬 2333001X1111 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ〈ハチ〉 東洋製薬化成 18.90
内用薬 2333001X1154 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキＦＭ フヂミ製薬所 18.50
内用薬 2333001X1162 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「マルイシ」 丸石製薬 18.90
内用薬 2333001X1197 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「ヤクハン」 ヤクハン製薬 18.50 H23.3.31まで
内用薬 2333001X1227 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「ニッコー」 日興製薬 18.50
内用薬 2333001X1286 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「東豊」 東豊薬品 18.90
内用薬 2333002X1019 コンズランゴ流エキス １ｍＬ 局 コンズランゴ流エキス 20.70
内用薬 2333003B1032 センブリ １ｇ ※ センブリ散（純生） 純生薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2333003B1059 センブリ １ｇ ※ センブリ散（丸石） 丸石製薬 6.20
内用薬 2333004Q1013 トウヒ １０ｍＬ 局 トウヒシロップ 13.70
内用薬 2333004S1010 トウヒチンキ １ｍＬ 局 トウヒチンキ 5.80
内用薬 2333005B1015 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス散 7.30
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内用薬 2333005B1066 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス散　シオエ シオエ製薬 8.50 H24.3.31まで
内用薬 2333005B1139 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス散「ニッコー」 日興製薬 7.80
内用薬 2333005X1012 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス 11.70
内用薬 2333006X1017 ホミカチンキ １０ｍＬ 局 ホミカチンキ 21.10
内用薬 2334001X1011 ケイヒ油 １ｍＬ 局 ケイヒ油 10.50
内用薬 2335001X1019 希塩酸 １０ｍＬ 局 希塩酸 8.80
内用薬 2339003B1079 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ カラシミーゼ 鶴原製薬 後発品 20.30 H22.6.30まで
内用薬 2339003B1184 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ ラクチーム散５０％ わかもと製薬 後発品 19.70
内用薬 2339003B1192 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ ガランターゼ散５０％ 田辺三菱製薬 47.50
内用薬 2339003B1206 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ カラシミーゼ散５０％ 鶴原製薬 後発品 20.30
内用薬 2339003D1029 ガラクトシダーゼ ５０％１ｇ オリザチーム顆粒 ヤクルト本社 後発品 39.80
内用薬 2339004C1036 チラクターゼ ５０％１ｇ ミルラクト細粒５０％ 高田製薬 72.70
内用薬 2339101B1027 炭酸水素ナトリウム・ニ

ガキ
１ｇ 健胃散「スズ」 鈴粉末薬品 6.20

内用薬 2339101B1035 炭酸水素ナトリウム・ニ
ガキ

１ｇ 健栄の健胃散 健栄製薬 6.20

内用薬 2339105X1022 炭酸水素ナトリウム・ゲ
ンチアナ末配合剤

１ｇ 重散 三恵薬品 後発品 6.20

内用薬 2339105X1030 炭酸水素ナトリウム・ゲ
ンチアナ末配合剤

１ｇ ビットサン 本草製薬 6.20

内用薬 2339106B1011 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散 6.90
内用薬 2339106B1054 センブリ・重曹 １ｇ 局 日粉センブリ・重曹散Ｎ 日本粉末薬品 7.20
内用薬 2339106B1089 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 2339106B1100 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散　シオエ シオエ製薬 8.30
内用薬 2339106B1143 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「マルイシ」 丸石製薬 7.60
内用薬 2339106B1160 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「メタル」 中北薬品 8.80
内用薬 2339106B1178 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ヤクハン」 ヤクハン製薬 8.30
内用薬 2339106B1194 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ヨシダ」 吉田製薬 8.30
内用薬 2339106B1216 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ＪＧ」 日本ジェネリック 8.00
内用薬 2339107X1021 炭酸水素ナトリウム・ゲ

ンチアナ末配合剤
１ｇ ビアサン 本草製薬 6.20

内用薬 2339108F1098 センブリ・重曹 １錠 ※ 健胃錠（陽進堂） 陽進堂 5.90 H22.6.30まで
内用薬 2339108F1101 センブリ・重曹 １錠 健胃配合錠「ＹＤ」 陽進堂 5.90
内用薬 2339113D1020 サナクターゼ配合剤 １ｇ エクセラーゼ顆粒 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

　
後発品 10.80 H22.6.30まで

内用薬 2339113D1039 サナクターゼ配合剤 １ｇ エクセラーゼ配合顆粒 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 10.80

内用薬 2339114F1026 サナクターゼ配合剤 １錠 エクセラーゼ錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
　

後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2339114F1034 サナクターゼ配合剤 １錠 エクセラーゼ配合錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
後発品 5.60

内用薬 2339114M1025 サナクターゼ配合剤 １カプセル エクセラーゼカプセル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
　

後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2339114M1033 サナクターゼ配合剤 １カプセル エクセラーゼ配合カプセル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
後発品 5.60

内用薬 2339137D1026 納豆菌配合消化酵素製剤 １ｇ コンクチームＮ エムジーファーマ 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2339137D1034 納豆菌配合消化酵素製剤 １ｇ コンクチームＮ配合顆粒 エムジーファーマ 後発品 6.20
内用薬 2339143X1028 サンプローゼ配合剤 １カプセル シバラーゼＳ 東邦新薬 後発品 5.60
内用薬 2339147F1020 タカヂアスターゼ配合剤 １錠 タカプレックス錠 第一三共 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2339148B1031 タカヂアスターゼ配合剤 １ｇ タカプレックス配合散（重質） 第一三共 10.90 H23.3.31まで
内用薬 2339149M1037 ジアスターゼ配合剤 １カプセル タフマックＥカプセル 小野薬品工業 6.70 H22.6.30まで

内用薬 2339149M1045 ジアスターゼ配合剤 １カプセル タフマックＥ配合カプセル 小野薬品工業 6.70
内用薬 2339150D1021 ジアスターゼ配合剤 １ｇ タフマックＥ顆粒 小野薬品工業 12.40 H22.6.30まで
内用薬 2339150D1030 ジアスターゼ配合剤 １ｇ タフマックＥ配合顆粒 小野薬品工業 12.40
内用薬 2339151C1020 納豆菌配合消化酵素製剤 １ｇ 新ドライアーゼ マイラン製薬 6.40 H22.6.30まで
内用薬 2339151C1039 納豆菌配合消化酵素製剤 １ｇ ドライアーゼ配合細粒 マイラン製薬 6.40
内用薬 2339154X1026 サンプローゼ配合剤 １錠 ハイパーチーム 東邦新薬 後発品 5.60
内用薬 2339159M1022 ビオヂアスターゼ１００

０配合剤
１カプセル フェルターゼカプセル 佐藤薬品工業 後発品 6.30 H22.6.30まで

内用薬 2339159M1030 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル フェルターゼ配合カプセル 佐藤薬品工業 後発品 6.30

内用薬 2339161P1034 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル フェンラーゼカプセル 日医工 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2339161P1042 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル フェンラーゼ配合カプセル 日医工 後発品 5.60

内用薬 2339163D1029 膵臓性消化酵素配合剤 １ｇ ベリチーム顆粒 塩野義製薬 13.40 H22.6.30まで
内用薬 2339163D1037 膵臓性消化酵素配合剤 １ｇ ベリチーム配合顆粒 塩野義製薬 13.40
内用薬 2339165D1028 ヒロダーゼ配合剤 １ｇ ポリトーゼ顆粒 武田薬品工業 16.30
内用薬 2339166M1022 ヒロダーゼ配合剤 １カプセル ポリトーゼカプセル 武田薬品工業 8.60
内用薬 2339177B1020 タカヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ Ｓ・Ｍ散 第一三共 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2339177B1038 タカヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ Ｓ・Ｍ配合散 第一三共エスファ 6.20

内用薬 2339178B1024 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＮＩＭ散 日医工 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2339178B1040 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＨＭ散 小西製薬 後発品 5.60
内用薬 2339178B1059 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＯＭ散 日医工ファーマ 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2339178B1075 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＮＩＭ配合散 日医工 後発品 5.60
内用薬 2339178B1083 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＯＭ配合散 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2339179B1037 ビオヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ マナミンＴＭ散 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2339180B1021 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＦＫ散 扶桑薬品工業 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2339180B1030 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＦＫ配合散 扶桑薬品工業 6.20
内用薬 2339181B1026 ビオヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ Ｍ・Ｍ散 日新製薬（山形） 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2339181B1034 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ Ｍ・Ｍ配合散 日新製薬（山形） 6.20

内用薬 2339185B1024 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＫＭ散 東和薬品 6.20
内用薬 2339187B1023 カンゾウ末配合剤 １ｇ つくしＡ・Ｍ散 富山化学工業 6.20
内用薬 2339188B1028 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＴＭ散 マイラン製薬 6.20 H23.3.31まで
内用薬 2339188B1036 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＴＭ配合散 マイラン製薬 6.20 H22.5.28収載

内用薬 2339189B1022 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ピーマーゲン散ショーワ 昭和薬品化工 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2339189B1030 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ リーダイＭ末 大洋薬品工業 後発品 6.20 H22.8.31まで
内用薬 2339189B1065 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ ピーマーゲン配合散 昭和薬品化工 後発品 6.20
内用薬 2339189B1073 ジアスターゼ・生薬配合 １ｇ リーダイＭＭ配合散 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2339193B1029 ビオヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ ＹＭ散「イセイ」 イセイ 6.20

内用薬 2339195X1025 ロートエキス・ゲンチア
ナ末配合剤

１ｇ ベルサン 本草製薬 6.20

内用薬 2339198M1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル セブンイー・Ｐカプセル 科研製薬 後発品 6.00 H22.6.30まで

内用薬 2339198M1049 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル セブンイー・Ｐ配合カプセル 科研製薬 後発品 6.00

内用薬 2339205D1024 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１ｇ アリーゼＮ顆粒 前田薬品工業 後発品 7.70 H23.3.31まで
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内用薬 2339205M1024 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル アリーゼＮカプセル 前田薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 2339206F1038 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１錠 アリーゼＳ錠 前田薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2339206F1062 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１錠 サニアーゼ配合錠 イセイ 後発品 5.60

内用薬 2339206F1070 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１錠 アリーゼＳ配合錠 前田薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2339209M1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル ケイラーゼＡカプセル 三恵薬品 後発品 5.60

内用薬 2339214M1023 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル ヨウラーゼＦカプセル 陽進堂 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 2339218M1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル ヨウラーゼＳカプセル 陽進堂 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 2339219F1027 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 ヨウリターゼＡ錠 陽進堂 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 2339225D1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ヨウラーゼＥ顆粒 陽進堂 後発品 9.40 H22.6.30まで

内用薬 2339225D1048 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ヨウラーゼＥ配合顆粒 陽進堂 後発品 9.40

内用薬 2339226D1026 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ケイラーゼＳ顆粒 三恵薬品 後発品 9.70

内用薬 2339229D1020 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ハイフルＧ顆粒 丸石製薬 後発品 13.00 H22.6.30まで

内用薬 2339229D1038 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ハイフル配合顆粒 丸石製薬 後発品 13.00

内用薬 2339230D1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ パスターゼＳＡ顆粒 長生堂製薬 後発品 9.80 H22.6.30まで

内用薬 2339230D1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ パスターゼＳＡ配合顆粒 長生堂製薬 後発品 9.80

内用薬 2339231D1027 ジアスターゼ配合剤 １ｇ プチトラーゼ顆粒 日医工 後発品 8.90 H22.6.30まで
内用薬 2339231D1035 ジアスターゼ配合剤 １ｇ プチトラーゼ配合顆粒 日医工 後発品 8.90 H23.3.31まで
内用薬 2339234F1021 ビオヂアスターゼ２００

０配合剤
１錠 エンテラーゼ錠 前田薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2339234F1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 エンテラーゼ配合錠 前田薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2339235F1026 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 オーネスＳＴ錠 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2339235F1034 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 オーネスＳＴ配合錠 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339241F1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 ボルトミーＣ錠 全星薬品工業 後発品 5.40 H22.6.30まで

内用薬 2339241F1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 タンチパン錠 大洋薬品工業 後発品 5.40 H22.6.30まで

内用薬 2339241F1048 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 タンチパン配合錠 大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2339241F1056 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 ボルトミー配合錠 全星薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2339244M1024 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル オーネスＳＰカプセル 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2339244M1032 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル オーネスＳＰ配合カプセル 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339250M1020 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル ナセルポンＳＡカプセル 佐藤薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2339251M1024 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル ネオ・エフラーゼカプセル シオエ製薬 後発品 5.70 H22.6.30まで

内用薬 2339251M1032 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル ネオ・エフラーゼ配合カプセル シオエ製薬 後発品 5.70

内用薬 2339255M1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル オーネスＳＺカプセル 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2339255M1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル オーネスＳＺ配合カプセル 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339257D1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ サニアーゼＧ顆粒 イセイ 後発品 7.50 H24.3.31まで

内用薬 2339257M1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル サニアーゼＰカプセル イセイ 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 2339259F1021 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 マックターゼ錠Ｓ 沢井製薬 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 2339262D1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ オーネスＮ顆粒 鶴原製薬 後発品 18.10 H22.6.30まで

内用薬 2339262D1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ オーネスＮ配合顆粒 鶴原製薬 後発品 18.10

内用薬 2339263B1026 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ ＭＭＤ散 吉田製薬 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2339263B1034 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ ＭＭＤ配合散 吉田製薬 後発品 6.20

内用薬 2339264B1020 カンゾウ末配合剤 １ｇ エヌ・エス散 日新製薬（山形） 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2339264B1039 カンゾウ末配合剤 １ｇ エヌ・エス配合散 日新製薬（山形） 後発品 6.20
内用薬 2339265F1027 ビオヂアスターゼ２００

０配合剤
１錠 マックターゼ配合錠 沢井製薬 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 2343001X1010 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム 21.40
内用薬 2343001X1045 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 ※ 合成ケイ酸アルミニウム（小堺） 小堺製薬 22.50
内用薬 2343001X1053 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム「三恵」 三恵薬品 22.50
内用薬 2343001X1088 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム　シオエ シオエ製薬 24.40 H24.3.31まで
内用薬 2343001X1118 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 ※ 合成ケイ酸アルミニウム（山善） 山善製薬 24.40
内用薬 2343001X1134 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 アルミワイス マイラン製薬 24.40
内用薬 2343001X1185 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム「ヨシダ」 吉田製薬 23.60
内用薬 2343001X1223 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム「ニッコー」 日興製薬 23.60

内用薬 2343001X1231 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム原末「マルイ
シ」

丸石製薬 24.40

内用薬 2343002X1015 天然ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 天然ケイ酸アルミニウム 11.50
内用薬 2343005C1017 乾燥水酸化アルミニウム

ゲル
１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒 6.90

内用薬 2343005C1114 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ヒ
シヤマ」

ニプロファーマ 7.20

内用薬 2343005C1149 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 ドライ・ゲル細粒 シオエ製薬 8.30 H24.3.31まで

内用薬 2343005C1165 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 「ヨシダ」ゲル細粒 吉田製薬 8.30

内用薬 2343005C1173 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 ※ アルミゲル細粒９９％（中外） 中外製薬 8.30

内用薬 2343005X1019 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル 6.90

内用薬 2343005X1078 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル「ニッ
コー」

日興製薬 7.50
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内用薬 2343005X1108 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル原末「マ
ルイシ」

丸石製薬 7.20

内用薬 2343006B1024 合成ヒドロタルサイト ９８％１ｇ サモールＮ マイラン製薬 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 2343006B1032 合成ヒドロタルサイト ９８％１ｇ サモール散９８％ マイラン製薬 後発品 6.20
内用薬 2343007C1024 メタケイ酸アルミン酸マ

グネシウム
１ｇ スピーゲル 扶桑薬品工業 6.20 H24.3.31まで

内用薬 2343007C1040 メタケイ酸アルミン酸マ
グネシウム

１ｇ メタスタミン 丸石製薬 後発品 6.20 H23.3.31まで

内用薬 2344001X1018 ケイ酸マグネシウム １０ｇ 局 ケイ酸マグネシウム 6.90
内用薬 2344002X1012 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム 6.90
内用薬 2344002X1055 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 健栄製薬 14.70
内用薬 2344002X1063 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（小堺） 小堺製薬 14.70
内用薬 2344002X1071 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「三恵」 三恵薬品 10.70
内用薬 2344002X1080 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム　シオエ シオエ製薬 11.40
内用薬 2344002X1098 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 13.10
内用薬 2344002X1101 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（東海製薬） 東海製薬 10.20
内用薬 2344002X1128 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「メタル」 中北薬品 10.20 H23.3.31まで
内用薬 2344002X1136 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「ホエイ」 マイラン製薬 12.10
内用薬 2344002X1144 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（丸石） 丸石製薬 14.70 H22.6.30まで
内用薬 2344002X1179 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（山善） 山善製薬 11.40
内用薬 2344002X1187 酸化マグネシウム １０ｇ 局 「純生」軽カマ 純生薬品工業 12.10
内用薬 2344002X1217 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「ニッコー」 日興製薬 9.40
内用薬 2344002X1241 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重カマ「ヨシダ」 吉田製薬 14.70
内用薬 2344002X1250 酸化マグネシウム １０ｇ 局 「純生」重カマ 純生薬品工業 12.10
内用薬 2344002X1276 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質カマグＧ「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 14.70
内用薬 2344002X1284 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重カマ「ヤクハン」 ヤクハン製薬 11.10
内用薬 2344002X1292 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム．ＯＩ 日医工ファーマ 11.10
内用薬 2344002X1314 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.50
内用薬 2344002X1322 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 丸石製薬 14.70
内用薬 2344003F1020 水酸化マグネシウム ３５０ｍｇ１錠 ミルマグ錠 エムジーファーマ 5.70 H22.6.30まで
内用薬 2344003F1038 水酸化マグネシウム ３５０ｍｇ１錠 ミルマグ錠３５０ｍｇ エムジーファーマ 5.70

内用薬 2344003S1028 水酸化マグネシウム ７％１０ｍＬ ミルマグ エムジーファーマ 19.10 H22.6.30まで
内用薬 2344003S2024 水酸化マグネシウム ７．２％１０ｍＬ ミルマグ内用懸濁液７．２％ エムジーファーマ 19.10
内用薬 2344004X1011 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム 7.20
内用薬 2344004X1100 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム「三恵」 三恵薬品 7.80
内用薬 2344004X1119 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム　シオエ シオエ製薬 8.90
内用薬 2344004X1151 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム「タイセイ」 大成薬品工業 7.40
内用薬 2344004X1178 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.80
内用薬 2344004X1224 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 重曹「ホエイ」 マイラン製薬 7.80
内用薬 2344004X1305 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 重曹「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 7.80
内用薬 2344004X1402 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 吉田製薬 9.20
内用薬 2344005F1045 炭酸水素ナトリウム ５００ｍｇ１錠 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60
内用薬 2344006X1010 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム 9.20
内用薬 2344006X1053 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム「ケンエー」 健栄製薬 13.30
内用薬 2344006X1070 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 「純生」炭マ 純生薬品工業 12.10
内用薬 2344006X1134 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 ※ 炭酸マグネシウム（山善） 山善製薬 12.10
内用薬 2344006X1169 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム「ニッコー」 日興製薬 12.10
内用薬 2344006X1193 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 重質炭酸マグネシウム．ＯＹ 日医工ファーマ 12.10
内用薬 2344007X1015 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム 7.20
内用薬 2344007X1031 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 健栄製薬 9.20
内用薬 2344007X1058 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 ※ 沈降炭酸カルシウム（小堺） 小堺製薬 8.40
内用薬 2344007X1066 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「司生堂」 司生堂製薬 7.60
内用薬 2344007X1082 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 ※ 沈降炭酸カルシウム（山善） 山善製薬 8.40
内用薬 2344007X1104 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム恵美須 恵美須薬品化工 9.20
内用薬 2344007X1155 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」 吉田製薬 9.20
内用薬 2344008F1022 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠（旭化成） 旭化成ファーマ 後発品 5.70 H22.6.30まで
内用薬 2344008F1049 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠「タイヨー」５００ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2344008F1057 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠「ヨシダ」５００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2344008F1065 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠５００「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2344008F1081 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ 後発品 5.70
内用薬 2344008F2029 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 炭カル錠「ヨシダ」２５０ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2344009C1020 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグラックス細粒８３％ 吉田製薬 後発品 14.20
内用薬 2344009C1039 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％「ケン

エー」
健栄製薬 後発品 14.20 H22.11.19収載

内用薬 2344009F1027 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグラックス錠２５０ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.70
内用薬 2344009F1035 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグミット錠２５０ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.70
内用薬 2344009F1043 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 カイマックス錠２５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2344009F1051 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「Ｔ

Ｘ」
トライックス 後発品 5.60

内用薬 2344009F1060 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 5.70

内用薬 2344009F2023 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグラックス錠３３０ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.70
内用薬 2344009F2031 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグミット錠３３０ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.70
内用薬 2344009F2040 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 カイマックス錠３３０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.70
内用薬 2344009F2058 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「Ｔ

Ｘ」
トライックス 後発品 5.70

内用薬 2344009F2066 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 5.70

内用薬 2344009F3020 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 マグラックス錠２００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.70
内用薬 2344009F4026 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグラックス錠５００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2344009F4034 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグミット錠５００ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.80
内用薬 2344009F5022 酸化マグネシウム ３００ｍｇ１錠 マグラックス錠３００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.70
内用薬 2344009F6029 酸化マグネシウム ４００ｍｇ１錠 マグラックス錠４００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2349100X1077 水酸化アルミニウムゲ

ル・水酸化マグネシウム
１０ｍＬ サクロフト内用液 大正薬品工業 後発品 9.90 H22.6.30まで

内用薬 2349100X1085 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ タイメック液 大洋薬品工業 後発品 13.20 H22.6.30まで

内用薬 2349100X1107 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト液 日医工ファーマ 後発品 13.20 H22.6.30まで

内用薬 2349100X1123 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マルファ液 東洋製薬化成 後発品 19.60 H22.6.30まで

内用薬 2349100X1140 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト液Ｕ 日医工ファーマ 後発品 13.20 H22.6.30まで

内用薬 2349100X1158 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ アクアスチン内用液 ビオメディクス 後発品 10.30 H22.6.30まで

内用薬 2349100X1166 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ ディクアノン内用液 日新製薬（山形） 後発品 9.90 H22.6.30まで

内用薬 2349100X1174 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ アクアスチン配合内用液 ビオメディクス 後発品 10.30
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