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内用薬 1124003F2281 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.40

内用薬 1124003F2290 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.40

内用薬 1124007F1143 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F2247 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.10

内用薬 1124009F2084 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1124022F1083 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00

内用薬 1124022F2110 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1124026F1324 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1129009F3060 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 26.90

内用薬 1129009F4067 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 42.80

内用薬 1139004G1067 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠１００ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 8.10

内用薬 1139005B1056 ゾニサミド ２０％１ｇ ゾニサミド散２０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.90

内用薬 1139005F1040 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 20.90

内用薬 1149019F1633 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1149029F1157 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 11.50

内用薬 1169002B1116 トリヘキシフェニジル塩酸塩 １％１ｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩散１％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 19.80

内用薬 1169012F1200 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F2207 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 101.30

内用薬 1179020F1244 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179020F2100 ハロペリドール １ｍｇ１錠 ハロペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179020F3298 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179020F4073 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 ハロペリドール錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1179020F5142 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 ハロペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1179041F1327 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F2323 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F3311 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 36.20

内用薬 1190004F1161 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1190011F1030 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 1,106.00

内用薬 1190012F1310 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 167.00

内用薬 1190012F2316 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 249.20

内用薬 1190012F3320 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 167.00

内用薬 1190012F4327 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 249.20

内用薬 1190012F5030 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 429.00

内用薬 1190012F5048 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5056 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5064 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 429.00
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内用薬 1190012F5072 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 429.00

内用薬 1190012F5080 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5099 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 386.10

内用薬 1190012F5102 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 429.00

内用薬 1190012F5110 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5129 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5137 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 429.00

内用薬 1190012F5145 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5153 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5161 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 429.00

内用薬 1190012F5170 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5188 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5196 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5200 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5218 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5226 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5234 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 429.00

内用薬 1190012F5242 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 429.00

内用薬 1190012F5250 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 429.00

内用薬 1190012F5269 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 429.00

内用薬 1190012F6036 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6044 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6052 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6060 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 429.00

内用薬 1190012F6079 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6087 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6095 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 386.10

内用薬 1190012F6109 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 429.00

内用薬 1190012F6117 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6125 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 429.00

内用薬 1190012F6133 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6141 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6150 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6168 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 429.00

内用薬 1190012F6176 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6184 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6192 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6206 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 429.00

内用薬 1190012F6214 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6222 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6230 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 429.00

2



内用薬 1190012F6249 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 429.00

内用薬 1190012F6257 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 429.00

内用薬 1190012F6265 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 429.00

内用薬 1190012F6273 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 429.00

内用薬 1190012F6281 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「モチダ」 ダイト 後発品 429.00

内用薬 1190012F6290 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

救急薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012Q3038 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 441.80

内用薬 1190012Q3046 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 441.80

内用薬 1190012S1032 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 149.80

内用薬 1190012S2039 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 223.50

内用薬 1190012S3027 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 384.70

内用薬 1190012S3035 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 384.70

内用薬 1219003D1042 ピペリジノアセチルアミノ安息
香酸エチル

２０％１ｇ ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル
顆粒２０％「日医工」

日医工 後発品 6.20

内用薬 1219003F1060 ピペリジノアセチルアミノ安息
香酸エチル

１００ｍｇ１錠 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル
錠１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 1231009F1100 メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠 メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1231013D1083 チキジウム臭化物 ２％１ｇ チキジウム臭化物顆粒２％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 11.80

内用薬 1231013M1083 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 1231013M1091 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80

内用薬 1231013M2195 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.90

内用薬 1231013M2209 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.90

内用薬 1249009F1414 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 1249009F1422 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1249010F1271 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 1249010F1280 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 1249010F1298 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1339002F1500 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1339005F1458 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 1339005F2225 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2119003F2634 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2119003M1289 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2119004F1055 デノパミン ５ｍｇ１錠 デノパミン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.20

内用薬 2119004F2051 デノパミン １０ｍｇ１錠 デノパミン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.70

内用薬 2119006F3022 ピモベンダン ０．６２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠０．６２５ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 後発品 40.40

内用薬 2123005F1265 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2123009F3649 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.60

内用薬 2123009F3657 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2123011F1317 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 13.40

内用薬 2123011F2577 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.80

内用薬 2123016F1123 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 28.50

内用薬 2123016F1131 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 18.30

内用薬 2123016F2200 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 54.10
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内用薬 2123016F2219 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 24.80

内用薬 2123016F3045 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ウェルビー錠０．６２５ｍｇ サンド 後発品 9.60

内用薬 2123016F3053 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2123016F3061 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2123016F3070 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2123016F3088 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 10.00

内用薬 2123016F3096 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 9.60

内用薬 2132004F1103 ヒドロクロロチアジド ２５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2132004F2037 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2132004F3025 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジドＯＤ錠１２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2133001F1620 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 15.20

内用薬 2133001F1638 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2144001F1259 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2144002F1300 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 10.50

内用薬 2144002F2357 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 14.40

内用薬 2144002F3272 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 21.80

内用薬 2144011F1074 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.20

内用薬 2144011F1082 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.80

内用薬 2144011F2070 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2144011F2089 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.70

内用薬 2144012F1095 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 41.40

内用薬 2144012F2091 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 72.20

内用薬 2149009F1081 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10

内用薬 2149009F2070 ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2149010F1165 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 2149010F1173 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2149010F2234 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 2149010F2242 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2149022F1087 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 ニルバジピン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2149022F2105 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 16.30

内用薬 2149026F1182 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.10

内用薬 2149026F1190 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.20

内用薬 2149026F2227 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 10.00

内用薬 2149026F2235 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 16.00

内用薬 2149026F3223 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 17.10

内用薬 2149026F3231 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.40

内用薬 2149026F4181 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 28.90

内用薬 2149026F4190 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 64.50

内用薬 2149027F1144 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90

内用薬 2149027F2167 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 14.80

内用薬 2149027F3163 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 25.50
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内用薬 2149031F1078 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 21.80

内用薬 2149031F2082 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 32.80

内用薬 2171006F1356 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2171006F1364 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171006F2158 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.30

内用薬 2171006F2166 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.30

内用薬 2171012F1220 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171012F2390 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171014M1163 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171014M2305 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171019F1108 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.50

内用薬 2171019F2082 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.10

内用薬 2171020F1232 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 ニトレンジピン錠５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 8.70

内用薬 2171022F3315 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 15.80

内用薬 2171022F4311 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 28.00

内用薬 2171022F6160 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 34.70

内用薬 2171022F6179 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 56.40

内用薬 2171022F6187 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 63.00

内用薬 2171022F6195 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 49.60

内用薬 2171022F6209 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.00

内用薬 2171022F6217 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 大興製薬 後発品 52.20

内用薬 2171022F6225 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F6233 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 49.60

内用薬 2171022F6241 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 46.40

内用薬 2171022F6250 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 52.20

内用薬 2171022Q1097 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「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 16.60

内用薬 2171022Q2093 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「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 31.20

内用薬 2171023F1082 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171023F2127 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.80

内用薬 2183005G2150 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 6.30

内用薬 2183005G2168 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2189010F1390 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＥＥ」 サンノーバ 後発品 26.90

内用薬 2189010F1403 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 19.20

内用薬 2189010F1411 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 19.20

内用薬 2189010F2418 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 サンノーバ 後発品 47.90

内用薬 2189010F2426 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 32.80

内用薬 2189010F2434 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 38.00

内用薬 2189011F1254 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 46.00

内用薬 2189011F1262 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 35.70

内用薬 2189011F2226 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 71.30

内用薬 2189011F3206 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 218.50
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内用薬 2189015F1228 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 36.10

内用薬 2189015F2224 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 68.90

内用薬 2189015F3026 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 40.10

内用薬 2189015F4022 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 76.50

内用薬 2189016F1036 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1044 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1052 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 39.80

内用薬 2189016F1060 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1079 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.80

内用薬 2189016F1087 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.80

内用薬 2189016F1095 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.80

内用薬 2189016F1109 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 39.80

内用薬 2189016F1117 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1125 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1133 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1141 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 39.80

内用薬 2189016F1150 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 39.80

内用薬 2189016F1168 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1176 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1184 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.80

内用薬 2189016F1192 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 39.80

内用薬 2189016F1206 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 39.80

内用薬 2189016F1214 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 39.80

内用薬 2189016F1222 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1230 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 39.80

内用薬 2189016F1249 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1257 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 39.80

内用薬 2189016F1265 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F2032 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2040 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2059 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 75.50

内用薬 2189016F2067 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2075 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 75.50

内用薬 2189016F2083 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 75.50

内用薬 2189016F2091 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 75.50

内用薬 2189016F2105 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 75.50

内用薬 2189016F2113 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2121 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2130 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2148 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 75.50

内用薬 2189016F2156 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 75.50
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内用薬 2189016F2164 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2172 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2180 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 75.50

内用薬 2189016F2199 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 75.50

内用薬 2189016F2202 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 75.50

内用薬 2189016F2210 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 75.50

内用薬 2189016F2229 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2237 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 75.50

内用薬 2189016F2245 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2253 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 75.50

内用薬 2189016F2261 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F3039 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3047 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3055 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 143.20

内用薬 2189016F3063 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3071 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 143.20

内用薬 2189016F3080 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 143.20

内用薬 2189016F3098 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 143.20

内用薬 2189016F3101 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 143.20

内用薬 2189016F3110 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 143.20

内用薬 2189016F3128 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 143.20

内用薬 2189016F3136 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 143.20

内用薬 2189016F4035 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.80

内用薬 2189016F5031 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 75.50

内用薬 2190005F1292 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.40

内用薬 2190005F1306 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2190005F2191 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190005F2205 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2190006M1202 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

１００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル１００ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 2190006M2225 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル２００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2190018F2156 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１ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190018F3179 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２ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190021F1453 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60

内用薬 2190021F1461 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 9.60

内用薬 2190022F1202 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錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 11.40

内用薬 2223001B1252 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１
０％「日医工」

日医工 後発品 9.10

内用薬 2223001F2137 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１
５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2233002F1301 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F2120 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 7.90

内用薬 2233002Q1132 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％「テ
バ」

テバ製薬 後発品 2.60

内用薬 2234001F1347 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.00
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内用薬 2234001F1355 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.00

内用薬 2234001Q1127 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％
「イセイ」

イセイ 後発品 1.40

内用薬 2239001F1750 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「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2239001F1769 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「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2239001N1160 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４
５ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 37.90

内用薬 2239001Q1182 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％「トーワ」

東和薬品 後発品 5.10

内用薬 2239001S1139 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０．７５％
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 6.20

内用薬 2251001F1089 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2251001F1097 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2252006R2049 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．５％１ｇ フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小児用
０．５％「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 36.20

内用薬 2254001F1102 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 2259002R1118 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％
「タカタ」

高田製薬 後発品 9.00

内用薬 2259004F1161 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2322001D1316 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒９９％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.20

内用薬 2323001D3073 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

１％１ｇ アズレン顆粒１％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2323001F1250 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

２ｍｇ１錠 アズレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2325001F1556 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2325001F1564 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2325001F2250 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン錠４００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 7.00

内用薬 2325002F1267 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.70

内用薬 2325002F1275 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.70

内用薬 2325002F2182 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 2325002F2190 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.40

内用薬 2325003F1318 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60

内用薬 2325003F1326 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 2325005F1040 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.40

内用薬 2325005M1162 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 26.80

内用薬 2325005M2118 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 2325005M2126 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 16.60

内用薬 2329008C1135 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329008D1181 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「日医工」 日医工 後発品 6.20

内用薬 2329008S1121 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「日医工」 日医工 後発品 2.90

内用薬 2329022H1205 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 64.80

内用薬 2329022H2171 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 40.00

内用薬 2354003F2359 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 5.00

内用薬 2354003F2367 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00

内用薬 2354003F2375 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.00

内用薬 2359005S1291 ピコスルファートナトリウム水和
物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 9.90

内用薬 2362001F1126 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.00

内用薬 2362001F1134 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2362001F2238 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 6.20
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内用薬 2362001F2246 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 5.80

内用薬 2399004C1107 メトクロプラミド ２％１ｇ メトクロプラミド細粒２％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2399004F1235 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F1213 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F1221 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2399005F2333 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F2341 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2399006C1190 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 7.20

内用薬 2399006F1544 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399006F1552 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2478001G1160 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍ
ｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 64.10

内用薬 2491001F5188 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2491001F5196 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2491001F6206 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.80

内用薬 2491001F6214 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2491001F6222 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2590002F1509 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「フ
ソー」

ダイト 後発品 10.40

内用薬 2590005F3157 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 4.50

内用薬 2590005F3165 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2590008F1166 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 41.80

内用薬 2590008F2162 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 89.70

内用薬 2590008N1217 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 28.10

内用薬 2590008N2213 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 48.20

内用薬 3112001M1275 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「ＥＥ」

サンノーバ 後発品 6.50

内用薬 3112001M1283 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 6.50

内用薬 3112001M1291 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3112001M1305 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3112001M2344 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「ＥＥ」

サンノーバ 後発品 9.90

内用薬 3112001M2352 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 9.90

内用薬 3112001M3332 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１μｇ「Ｅ
Ｅ」

サンノーバ 後発品 19.30

内用薬 3112001M3340 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１μｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 19.30

内用薬 3112001M4231 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３μｇ「Ｅ
Ｅ」

サンノーバ 後発品 63.70

内用薬 3112001M4240 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３μｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 52.80

内用薬 3112004M1180 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 8.40

内用薬 3122008F1053 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3131002D1151 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル顆粒１０％「イ
セイ」

イセイ 後発品 6.20

内用薬 3131002F1322 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 5.40

内用薬 3133001B1215 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン散２０％「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.20

内用薬 3136004F1093 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン錠２５０μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3136004F2243 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3136004F2251 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

9



内用薬 3160002M2176 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 20.90

内用薬 3222013F1149 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3321002F2420 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 3327002F1185 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「三恵」 三恵薬品 後発品 6.30

内用薬 3399004M1360 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 14.70

内用薬 3399005F1250 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＡＦＰ」 シオノケミカル 後発品 46.20

内用薬 3399005F1269 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.80

内用薬 3399005F2087 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 60.60

内用薬 3919300F1203 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 肝臓加水分解物腸溶錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 3943001F1616 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3943001F2272 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3961007F1220 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961007F2111 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961008F4097 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.30

内用薬 3961008F5093 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.40

内用薬 3961008F6081 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 3969003F1123 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 13.20

内用薬 3969003F2120 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 23.40

内用薬 3999003F1343 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「フ
ソー」

ダイト 後発品 22.30

内用薬 3999008F1419 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.50

内用薬 3999008F1427 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 8.30

内用薬 3999013F1320 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 43.70

内用薬 3999013F1339 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 43.70

内用薬 3999014F1023 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 325.70

内用薬 3999014F1031 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 325.70

内用薬 3999014F2020 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 575.30

内用薬 3999014F2038 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 575.30

内用薬 3999014F3026 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠１．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 802.50

内用薬 3999014F4022 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 タクロリムス錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 1,417.50

内用薬 3999014F5029 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 2,156.10

内用薬 3999014F5037 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,156.10

内用薬 3999017M1034 ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０
ｍｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 207.80

内用薬 3999017M1042 ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０
ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 207.80

内用薬 3999018F1153 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 48.00

内用薬 3999018F2150 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 380.40

内用薬 4229101M1068 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンエヌピー配合カプセルＴ２０ ニプロ 後発品 430.00

内用薬 4229101M1076 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンメイジ配合カプセルＴ２０ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 430.00

内用薬 4229101M1084 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テノックス配合カプセルＴ２０ あすか製薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M1092 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テメラール配合カプセルＴ２０ 共和薬品工業 後発品 430.00

内用薬 4229101M2064 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンエヌピー配合カプセルＴ２５ ニプロ 後発品 517.30

内用薬 4229101M2072 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンメイジ配合カプセルＴ２５ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 517.30
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内用薬 4229101M2080 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テノックス配合カプセルＴ２５ あすか製薬 後発品 517.30

内用薬 4229101M2099 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テメラール配合カプセルＴ２５ 共和薬品工業 後発品 517.30

内用薬 4291011F1036 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1044 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1052 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1060 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 後発品 1,842.40

内用薬 4413004F1286 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 4419002Q1125 ｄ－クロルフェニラミンマレイン
酸塩

０．０４％１０ｍＬ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロッ
プ０．０４％「トーワ」

東和薬品 後発品 12.40

内用薬 4419006F1416 ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 4490003R1317 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ケトチフェンドライシロップ小児用０．１％
「フソー」

ダイト 後発品 18.10

内用薬 4490004F1102 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 4490004F1110 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 4490005F1573 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 21.70

内用薬 4490014F1262 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 24.00

内用薬 4490014F2307 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 37.90

内用薬 4490016M1082 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 36.40

内用薬 4490016M2089 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 36.40

内用薬 4490020R1043 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％
「日医工」

日医工 後発品 162.60

内用薬 4490023F1253 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1261 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 45.40

内用薬 4490023F1270 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F1288 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F2250 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2268 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 35.40

内用薬 4490023F2276 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023F2284 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023F3078 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3086 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド　エーザイ 後発品 52.90

内用薬 4490023F3094 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 52.90

内用薬 4490023F3108 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F4058 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F4066 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023R1020 フェキソフェナジン塩酸塩 ６％１ｇ フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 99.20

内用薬 4490025F1287 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 28.40

内用薬 4490025F2283 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 36.10

内用薬 6132002R4094 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ セファレキシンドライシロップ小児用５
０％「日医工」

日医工 後発品 22.20

内用薬 6132005M1229 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 23.40

内用薬 6132005M1237 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.40

内用薬 6132009C1108 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ セフテラムピボキシル細粒小児用１０％
「日医工」

日医工 後発品 61.80

内用薬 6132011F1101 セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 42.50

内用薬 6132011F1110 セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 48.20
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内用薬 6132013C1147 セフジニル １００ｍｇ１ｇ セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 62.30

内用薬 6132013M1126 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 37.20

内用薬 6132013M2149 セフジニル １００ｍｇ１カプセル セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 41.80

内用薬 6149002F1169 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 26.90

内用薬 6149004C1048 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 216.00

内用薬 6149004C1056 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 216.00

内用薬 6149004C1064 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 216.00

内用薬 6149004C1072 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒１０％小児用「ＫＮ」 小林化工 後発品 216.00

内用薬 6149004C1080 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカ
タ」

高田製薬 後発品 216.00

内用薬 6149004F1036 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 全星薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1044 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1052 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1060 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 162.80

内用薬 6149004F1079 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 162.80

内用薬 6149004F1087 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 162.80

内用薬 6149004F1095 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 162.80

内用薬 6149004F1109 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 162.80

内用薬 6149004F1117 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1125 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1133 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 162.80

内用薬 6149004F1141 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1150 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1168 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 162.80

内用薬 6149004F1176 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 162.80

内用薬 6149004F1184 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F3020 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１錠 アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 148.50

内用薬 6149004F4027 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 325.60

内用薬 6149004F4035 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 325.60

内用薬 6149004M1035 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 148.50

内用薬 6149004M1043 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 148.50

内用薬 6149004M1051 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 148.50

内用薬 6152005D1108 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.00

内用薬 6152005F1095 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.10

内用薬 6152005F1109 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.10

内用薬 6152005F2113 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.10

内用薬 6152005F2121 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 30.10

内用薬 6219001H1080 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 31.00

内用薬 6219001H2079 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 18.50

内用薬 6241006F1156 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 20.80

内用薬 6241008F1120 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 12.90

内用薬 6241008F1139 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 43.30
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内用薬 6241008F2160 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 50.00

内用薬 6250002D1199 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル顆粒４０％「トーワ」 東和薬品 後発品 117.60

内用薬 6250002F1262 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.60

内用薬 6250002F2269 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル錠４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 91.00

内用薬 6250019D1038 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 323.80

内用薬 6250019D1046 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「トーワ」 東和薬品 後発品 323.80

内用薬 6250019D1054 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「日医工」 日医工 後発品 323.80

内用薬 6250019D1062 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 323.80

内用薬 6250019F1039 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1047 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1055 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1063 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1071 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 268.90

内用薬 6250019F1080 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1098 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 268.90

内用薬 6250019F1101 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 268.90

内用薬 6250019F1110 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 268.90

内用薬 6250019F1128 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1136 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1144 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 268.90

内用薬 6250019F1152 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 268.90

内用薬 6250019F1160 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 268.90

内用薬 6250019F1179 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1187 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「オーハラ」 エール薬品 後発品 268.90

内用薬 6250019F1195 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 268.90

内用薬 6250019F1209 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1217 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1225 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1233 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1241 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 268.90

内用薬 6250019F1250 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1268 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1276 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 268.90

内用薬 6250019F1284 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 268.90

内用薬 6250019F1292 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓器」 東洋カプセル 後発品 268.90

内用薬 6250019F1306 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 268.90

内用薬 6250019F1314 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 268.90

内用薬 6250019F1322 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F2027 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１包 バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 持田製薬 後発品 313.70

内用薬 6290005F1296 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 110.40

内用薬 6419001F1048 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 チニダゾール錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 44.70
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内用薬 6419001F2044 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 チニダゾール錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 121.60

内用薬 8119002N1023 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 帝國製薬 後発品 103.30

内用薬 8119002N2020 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 190.20

内用薬 8119002N3026 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 350.00

内用薬 8119002N4022 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 644.40

注射薬 1242401A1366 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 56

注射薬 2119404A1212 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 301

注射薬 2190406G1074 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アリプロスト注シリンジ５μｇ 富士製薬工業 後発品 1,869

注射薬 2190406G2097 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アリプロスト注シリンジ１０μｇ 富士製薬工業 後発品 2,234

注射薬 2325400A1220 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注射液２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56

注射薬 2391400A3180 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 1,563

注射薬 2391400A4187 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 2,400

注射薬 2399401A1130 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 56

注射薬 2499407G1038 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．
８８ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 20,840

注射薬 2499407G1046 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．
８８ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 20,840

注射薬 2499407G2034 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．
７５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 29,519

注射薬 2499407G2042 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．
７５ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 29,519

注射薬 3136403A1221 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 56

注射薬 3234401G1030 キシリトール ２０％２０ｍＬ１筒 キシリトール注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 197

注射薬 3319534A4178 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン輸液「ＮＰ」 ニプロ 後発品 155

注射薬 3319534A4186 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 155

注射薬 3319534A6138 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 273

注射薬 3334400A3049 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１瓶 ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 733

注射薬 3334400A5041 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位２０ｍＬ１瓶 ヘパリンＣａ注射液２万単位／２０ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 607

注射薬 3334400A6072 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍＬ１瓶 ヘパリンＣａ注射液５万単位／５０ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 1,325

注射薬 3334400A7044 ヘパリンカルシウム １００，０００単位１００ｍＬ１
瓶

ヘパリンＣａ注射液１０万単位／１００ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,933

注射薬 3999407D1238 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 252

注射薬 3999407D2242 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 691

注射薬 3999408A1279 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 344

注射薬 3999408G1409 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「ＡＦＰ」

シオノケミカル 後発品 448

注射薬 4224401A7033 シタラビン １ｇ１瓶 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 8,403

注射薬 4224401A8021 シタラビン ４００ｍｇ１瓶 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 3,796

注射薬 4224403D1120 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 2,596

注射薬 4224403D2126 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 12,618

注射薬 4240405A1053 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解
液付）

ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A2050 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液
付）

ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 43,164

注射薬 4240405A3030 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

大興製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A3048 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ケ
ミファ」

ナガセ医薬品 後発品 12,552

注射薬 4240405A3056 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A3064 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ
「トーワ」

東和薬品 後発品 12,552

注射薬 4240405A4036 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

大興製薬 後発品 43,164
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注射薬 4240405A4044 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ケ
ミファ」

ナガセ医薬品 後発品 43,164

注射薬 4240405A4052 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 43,164

注射薬 4240405A4060 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ
「トーワ」

東和薬品 後発品 43,164

注射薬 4240405A5032 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ
「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 12,552

注射薬 4240405A6039 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ
「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 43,164

注射薬 4240405A7027 ドセタキセル水和物 １２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液１２０ｍｇ／１２
ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 61,946

注射薬 6112400A1084 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注３００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 99

注射薬 6112400A3117 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注６００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 99

注射薬 6112401A1151 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注３００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 188

注射薬 6112401A2166 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注６００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 270

注射薬 6123404A1116 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 437

注射薬 6123404A2090 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 887

注射薬 6131403D1233 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 194

注射薬 6131403D1241 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注用１ｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 185

注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 297

注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注用２ｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 321

注射薬 6132419F1143 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 382

注射薬 6132419F2166 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 444

注射薬 6139500F1121 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 ワイスタール配合静注用０．５ｇ ニプロ 後発品 362

注射薬 6139500F2179 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ワイスタール配合静注用１ｇ ニプロ 後発品 422

注射薬 6139500G1089 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ ニプロ 後発品 721

注射薬 6152401F1146 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 188

注射薬 6250401A1077 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 872

注射薬 6250401F1244 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 872

注射薬 6290401A4080 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,475

注射薬 6290401A5086 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール静注２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 4,308

注射薬 6290401A6058 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,475

注射薬 7219412A9097 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412G1064 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,548

注射薬 7219412G2095 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 3,375

注射薬 7219412G6074 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 4,326

注射薬 7219415A8078 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 796

注射薬 7219415A9082 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,289

注射薬 7219415G9034 イオヘキソール ６４．７１％１１０ｍＬ１筒 イオパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 7,525

注射薬 7219415H1098 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 3,483

注射薬 7219415H2094 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 イオベリン３００注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 5,465

注射薬 7219415H3074 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,795

注射薬 7219415H4070 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 4,178

注射薬 7219415H5077 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 6,861

注射薬 7219415H7053 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１袋 イオヘキソール３００注バッグ１００ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 5,913

注射薬 7223401A1120 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩注０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 502
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外用薬 1141700J3153 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1149700J1108 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1149700J2104 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 22.00

外用薬 1319701Q3032 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液１％「わ
かもと」

わかもと製薬 後発品 281.80

外用薬 1319701Q4039 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わ
かもと」

わかもと製薬 後発品 398.30

外用薬 1319702Q3045 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 364.60

外用薬 1319702Q3053 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 364.60

外用薬 1319702Q3061 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ニットー」 東亜薬品 後発品 364.60

外用薬 1319702Q4041 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 525.70

外用薬 1319702Q4050 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 525.70

外用薬 1319702Q4068 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ニットー」 東亜薬品 後発品 525.70

外用薬 1319722Q1201 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 43.00

外用薬 1319722Q1210 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「日医工」 日医工 後発品 53.10

外用薬 1319722Q1228 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 43.00

外用薬 1319730Q1338 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 296.90

外用薬 1319730Q1346 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「日医工」 日医工 後発品 242.30

外用薬 1319743Q1041 ブロムフェナクナトリウム水和
物

０．１％１ｍＬ ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 78.10

外用薬 1329705Q1310 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ケトチフェン点鼻液０．０５％「サワイ」 沢井製薬 後発品 384.50

外用薬 1329707Q4024 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

８．１６ｍｇ１６ｍＬ１瓶 フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 日本臓器製薬 後発品 2,162.30

外用薬 2259707S1195 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 28.20

外用薬 2259707S2191 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.90

外用薬 2259707S3198 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 54.60

外用薬 2260700C1149 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

０．４％１ｇ アズレン含嗽用顆粒０．４％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.90

外用薬 2399709E1043 セチルピリジニウム塩化物水
和物

２ｍｇ１錠 セチルピリジニウム塩化物トローチ２ｍｇ
「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.60

外用薬 2529706H1050 チニダゾール ２００ｍｇ１個 チニダゾール腟錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 51.20

外用薬 2559808M1039 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン １ｇ ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ製薬 後発品 18.00

外用薬 2612701Q3431 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 14.60

外用薬 2612701Q5027 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ１管 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケー
タ「オーツカ」１０ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 10.50

外用薬 2612701Q6023 ポビドンヨード １０％２５ｍＬ１管 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケー
タ「オーツカ」２５ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 16.80

外用薬 2619702Q1272 クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液
ＥＷ０．５％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 6.30

外用薬 2619716Q1231 アルキルジアミノエチルグリシ
ン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩
消毒用液１０％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 7.30

外用薬 2639700N1067 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 東和薬品 後発品 31.80

外用薬 2639700Q1063 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジフロキサシンローション１％「トーワ」 東和薬品 後発品 31.80

外用薬 2649950M1178 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ゲル０．３％「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.60

外用薬 2655700N1192 クロトリマゾール １％１ｇ クロトリマゾールクリーム１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 6.90

外用薬 2655708N1288 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 10.80

外用薬 2655708N1296 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.40

外用薬 2659708N1090 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 東和薬品 後発品 30.80

外用薬 2659708Q1070 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」 東和薬品 後発品 30.80

外用薬 2659710N1209 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 19.30

外用薬 2659710Q1108 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩外用液１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 19.30
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外用薬 2669701N1079 尿素 １０％１ｇ アセチロールクリーム１０％ ポーラファルマ 後発品 5.70

外用薬 2669701N1087 尿素 １０％１ｇ ベギンクリーム１０％ 藤永製薬 後発品 5.70

外用薬 2669701N2075 尿素 ２０％１ｇ アセチロールクリーム２０％ ポーラファルマ 後発品 5.70

外用薬 2669701N2083 尿素 ２０％１ｇ ベギンクリーム２０％ 藤永製薬 後発品 5.70

外用薬 3339950M1145 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテン油性クリーム０．３％ 日医工 後発品 10.80

外用薬 3339950N1051 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.80

外用薬 3339950N1060 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 8.80

外用薬 3339950Q1090 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ローション０．３％「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 8.80

外用薬 3339950R1096 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 20.20

外用薬 6250701M1078 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル軟膏５％「トーワ」 東和薬品 後発品 161.50

外用薬 8219700S5050 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6057 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7053 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8050 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「テ
ルモ」

帝國製薬 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9056 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「テ
ルモ」

帝國製薬 後発品 8,044.90

平成２５年９月２日
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内用薬 6149002F1150 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 31.60

平成２５年８月１日
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内用薬 1179038S2060 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１包 リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 32.00

注射薬 1179038S3067 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 リスペリドン内用液１ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 57.80

注射薬 1179038S4063 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 リスペリドン内用液２ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 104.50

注射薬 1179038S5051 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 リスペリドン内用液３ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 150.90

平成２５年７月１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発
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内用薬 3211002F1040 乳酸カルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 5.60

注射薬 3334400A4045 ヘパリンカルシウム １０，０００単位１０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム注１万単位／１０ｍＬ
「ＡＹ」

エイワイファーマ 後発品 375

注射薬 3334400A6064 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム注５万単位／５０ｍＬ
「ＡＹ」

エイワイファーマ 後発品 1,032

注射薬 6132419F1135 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 382

注射薬 6132419F2158 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 444

平成２５年６月２１日
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医薬品

薬価

内用薬 1124003F2273 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.40
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内用薬 1124003F3164 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F1127 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F1135 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1124007F2220 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F2239 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1124009F1320 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 7.60

内用薬 1124009F1339 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1124009F1347 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.60

内用薬 1124009F1355 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7.60

内用薬 1124009F3030 ブロチゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.60

内用薬 1124013C1061 オキサゾラム １０％１ｇ オキサゾラム細粒１０％「イセイ」 イセイ 後発品 10.70

内用薬 1124017F2216 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124017F4219 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124017F5096 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 ジアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124026F1316 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1124029F1123 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.20

内用薬 1124029F2090 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.80

内用薬 1129007F1115 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.80

内用薬 1129007F1123 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 1129007F2090 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.80

内用薬 1129007F2103 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.00

内用薬 1139004G1059 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.10

内用薬 1139004G2071 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 12.70

内用薬 1139004Q1119 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医
工」

日医工 後発品 6.50

内用薬 1147002F1617 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 1147002F1625 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1147002N1190 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7.70

内用薬 1149019C1173 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.60

内用薬 1149019F1609 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.80

内用薬 1149019F1617 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 6.10

内用薬 1149019F1625 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10

内用薬 1149029F1149 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 1149032F1124 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 10.50

内用薬 1149032F2163 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.40

内用薬 1169005F1260 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「フソー」 ダイト 後発品 48.60

内用薬 1169012F1030 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＡＡ」

あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1049 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1057 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド エーザイ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1065 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＦＦＰ」

富士フイルムファーマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1073 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 29.60

内用薬 1169012F1081 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 29.60
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内用薬 1169012F1090 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 29.60

内用薬 1169012F1103 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 29.60

内用薬 1169012F1111 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 29.60

内用薬 1169012F1120 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 29.60

内用薬 1169012F1138 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 29.60

内用薬 1169012F1146 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ザイダス」

ザイダスファーマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1154 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1162 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1170 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 29.60

内用薬 1169012F1189 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 29.60

内用薬 1169012F1197 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F2037 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2045 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2053 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2061 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2070 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 101.30

内用薬 1169012F2088 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2096 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 101.30

内用薬 1169012F2100 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 101.30

内用薬 1169012F2118 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 101.30

内用薬 1169012F2126 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 101.30

内用薬 1169012F2134 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 101.30

内用薬 1169012F2142 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ザイ
ダス」

ザイダスファーマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2150 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2169 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2177 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 101.30

内用薬 1169012F2185 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 101.30

内用薬 1169012F2193 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F3025 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 29.60

内用薬 1169012F4021 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 101.30

内用薬 1169101F1170 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ１００ ダイト 後発品 14.20

内用薬 1169101F3033 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ５０ ダイト 後発品 7.00

内用薬 1179012F1169 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179012F1177 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1179012F2092 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.30

内用薬 1179012F2106 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 9.30

内用薬 1179019F1071 ヒドロキシジンパモ酸塩 ２５ｍｇ１錠 ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 1179025F1271 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.00

内用薬 1179025F1280 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.00

内用薬 1179025F1298 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.00

内用薬 1179025F1301 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
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内用薬 1179025F2235 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.30

内用薬 1179025F2243 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 1179025F2251 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 1179025F2260 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 1179025F3037 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.80

内用薬 1179028C1104 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.70

内用薬 1179028F1097 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179028F2140 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.60

内用薬 1179028F3073 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠６ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 19.20

内用薬 1179034F1068 セチプチリンマレイン酸塩 １ｍｇ１錠 セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 1179038F5070 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 21.90

内用薬 1179038F6076 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 39.60

内用薬 1179038F7064 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.70

内用薬 1179038F7072 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 12.20

内用薬 1179038F8052 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 35.00

内用薬 1179038F8060 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 57.40

内用薬 1179041F1319 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F2315 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F3265 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3273 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 36.20

内用薬 1179041F3281 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3290 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3303 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F6027 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.20

内用薬 1179042F5041 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 48.00

内用薬 1190004C1106 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 22.80

内用薬 1190004F1145 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.80

内用薬 1190004F1153 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1190004F2133 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.40

内用薬 1190014F2048 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 781.10

内用薬 1190014F2056 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 781.10

内用薬 1222001F1112 クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠 クロルゾキサゾン錠２００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.40

内用薬 1225001F1149 クロルフェネシンカルバミン酸
エステル

１２５ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠
１２５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1225001F2277 クロルフェネシンカルバミン酸
エステル

２５０ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠
２５０ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1249009F1392 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.60

内用薬 1249009F1406 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1249010D1084 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ チザニジン顆粒０．２％「日医工」 日医工 後発品 13.40

内用薬 1249010F1255 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1249010F1263 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1339005F1431 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 6.00

内用薬 1339005F1440 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 6.00
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内用薬 1339005F2217 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 6.30

内用薬 2123005F1257 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2123014F1116 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.80

内用薬 2123014F1124 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 7.80

内用薬 2123014F1132 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.80

内用薬 2123014F2228 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 13.10

内用薬 2123014F2236 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 11.10

内用薬 2123014F2244 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.10

内用薬 2129002M1132 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 16.40

内用薬 2129002M1140 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.60

内用薬 2129002M2236 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 23.70

内用薬 2129003M1170 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 6.80

内用薬 2129003M1188 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 6.80

内用薬 2129003M1196 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 6.80

内用薬 2129003M2192 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 13.80

内用薬 2129003M2206 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 13.80

内用薬 2129005F1200 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 22.40

内用薬 2129007F1063 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 24.50

内用薬 2129007F2060 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 40.10

内用薬 2129008M1130 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 26.60

内用薬 2129008M2144 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 47.80

内用薬 2132003F1419 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 6.00

内用薬 2132003F1427 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2133001F1603 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2133001F1611 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2135001F1136 メフルシド ２５ｍｇ１錠 メフルシド錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2144002F1296 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 16.60

内用薬 2144002F2349 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 29.30

内用薬 2144002F3264 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 35.00

内用薬 2144006F1103 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 リシノプリル錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 11.40

内用薬 2144006F1111 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 リシノプリル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.70

内用薬 2144006F2142 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.20

内用薬 2144006F2150 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 15.70

内用薬 2144006F3106 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2144006F3114 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.40

内用薬 2144012F1087 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 41.40

内用薬 2144012F2083 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 72.20

内用薬 2149010F1157 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7.30

内用薬 2149010F2226 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 2149014M1065 プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 36.40

内用薬 2149026F1174 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.60
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内用薬 2149026F2219 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 15.10

内用薬 2149026F3215 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 26.50

内用薬 2149026F4173 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 56.10

内用薬 2149027F1136 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90

内用薬 2149027F2159 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.80

内用薬 2149027F3155 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.50

内用薬 2149029F1097 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 24.50

内用薬 2149029F2093 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 38.20

内用薬 2149032F1129 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.40

内用薬 2149032F2125 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 61.70

内用薬 2149043F1038 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1046 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 22.10

内用薬 2149043F1054 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 22.10

内用薬 2149043F1062 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1070 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 22.10

内用薬 2149043F1089 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 22.10

内用薬 2149043F1097 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1100 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 22.10

内用薬 2149043F1119 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 22.10

内用薬 2149043F1127 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.10

内用薬 2149043F1135 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 22.10

内用薬 2149043F2034 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2042 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 39.30

内用薬 2149043F2050 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 39.30

内用薬 2149043F2069 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2077 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.30

内用薬 2149043F2085 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.30

内用薬 2149043F2093 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2107 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 39.30

内用薬 2149043F2115 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 39.30

内用薬 2149043F2123 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.30

内用薬 2149043F2131 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 39.30

内用薬 2171005F1327 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171005F2145 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.10

内用薬 2171008F1126 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 2171010F2626 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2171010F2634 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 2171010F3070 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.90

内用薬 2171021F1253 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 20.30

内用薬 2171021F2276 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 38.20

内用薬 2171021F3248 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 68.00
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内用薬 2171022F3307 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「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 20.00

内用薬 2171022F4303 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「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 37.60

内用薬 2171022F5237 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 34.70

内用薬 2171022F5245 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 34.70

内用薬 2171022F5253 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 63.00

内用薬 2171022F5261 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5270 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 56.40

内用薬 2171022F5288 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5296 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.70

内用薬 2171022F5300 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 後発品 46.40

内用薬 2171022F5318 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.00

内用薬 2171022F5326 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 63.00

内用薬 2171022F5334 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F5342 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 52.20

内用薬 2171022F5350 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 46.40

内用薬 2189008F1449 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.40

内用薬 2189010F1373 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.90

内用薬 2189010F1381 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「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 14.90

内用薬 2189010F2396 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 32.80

内用薬 2189010F2400 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「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 25.20

内用薬 2189011F1246 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 46.00

内用薬 2189011F2218 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 89.50

内用薬 2189011F3192 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 189.80

内用薬 2189015F1198 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 36.10

内用薬 2189015F1201 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1210 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F2194 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 68.90

内用薬 2189015F2208 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2216 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 68.90

内用薬 2190006M2217 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル２００ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190021F1445 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 2190022F1180 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錠１０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 11.40

内用薬 2190022F1199 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錠１０ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 後発品 17.80

内用薬 2233002F1280 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F1298 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2233002F2103 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.90

内用薬 2233002F2111 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.90

内用薬 2233002Q1124 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％
「トーワ」

東和薬品 後発品 2.60

内用薬 2233002R1065 カルボシステイン ３３．３％１ｇ カルボシステインＤＳ３３．３％「トーワ」 東和薬品 後発品 9.50

内用薬 2233002R2045 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 13.10

内用薬 2233002R2053 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインドライシロップ５０％「テ
バ」

テバ製薬 後発品 13.10
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内用薬 2239001F1726 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「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2239001F1734 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「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2239001F1742 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「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2239001S2046 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内用液０．３％
「日医工」

日医工 後発品 10.30

内用薬 2251001F2174 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2251001G1092 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.50

内用薬 2251001G2080 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.50

内用薬 2251001G3060 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2251001R1131 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ＤＳ小児用２０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 57.10

内用薬 2251001R1140 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２
０％「日医工」

日医工 後発品 49.30

内用薬 2259004F1153 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2259004Q1189 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／ｍ
Ｌ「テバ」

大正薬品工業 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1197 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／ｍ
Ｌ「日医工」

日医工 後発品 3.80

内用薬 2319001C2109 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．１％「フソー」 ダイト 後発品 15.40

内用薬 2319001C3032 塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．２％「フソー」 ダイト 後発品 32.20

内用薬 2319001M1337 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「フソー」 ダイト 後発品 15.00

内用薬 2325001F1548 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2325002F1259 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.60

内用薬 2325002F2174 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.30

内用薬 2325003B1103 ファモチジン １０％１ｇ ファモチジン散１０％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 98.70

内用薬 2325003B1111 ファモチジン １０％１ｇ ファモチジン散１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 146.10

内用薬 2325003B2134 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 18.80

内用薬 2325003B2142 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「トーワ」 東和薬品 後発品 29.40

内用薬 2325003F1288 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2325003F1296 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2325003F1300 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.20

内用薬 2325003F2306 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2325003F2314 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 13.50

内用薬 2325003F2322 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 27.10

内用薬 2325003F3213 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.50

内用薬 2325003F3221 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2325003F3230 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.20

内用薬 2325003F4236 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2325003F4244 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 13.50

内用薬 2325003F4252 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 27.10

内用薬 2329002D2059 アルジオキサ ２０％１ｇ アルジオキサ顆粒２０％「日医工」 日医工 後発品 5.90

内用薬 2329002D3055 アルジオキサ ２５％１ｇ アルジオキサ顆粒２５％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329002D4310 アルジオキサ ５０％１ｇ アルジオキサ顆粒５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329002F2173 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2329004C1161 セトラキサート塩酸塩 ４０％１ｇ セトラキサート塩酸塩細粒４０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.10

内用薬 2329004M1191 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル セトラキサート塩酸塩カプセル２００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.70
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内用薬 2329009M1437 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル スルピリドカプセル５０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 6.30

内用薬 2329011C1196 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.30

内用薬 2329011C2109 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.70

内用薬 2329012C1328 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 15.50

内用薬 2329012M1340 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 2329020F1124 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 7.70

内用薬 2329022H1191 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 102.10

内用薬 2329022H2163 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 54.90

内用薬 2344009C1047 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％〈ハチ〉 東洋製薬化成 後発品 13.60

内用薬 2344009C1055 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグミット細粒８３％ 協和化学工業 後発品 13.60

内用薬 2354003F2332 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00

内用薬 2354003F2340 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 生晃栄養薬品 後発品 5.00

内用薬 2359005F1226 ピコスルファートナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2359005R1117 ピコスルファートナトリウム水和
物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムドライシロップ
１％「日医工」

日医工 後発品 11.80

内用薬 2359005S1283 ピコスルファートナトリウム水和
物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「日医工」

日医工 後発品 9.90

内用薬 2362001F1118 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2362001F2203 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.70

内用薬 2362001F2211 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 2362001F2220 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2399005F1191 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2399005F1205 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2399005F2317 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2399005F2325 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2399006C1181 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 9.50

内用薬 2399006F1528 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2399006F1536 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2478001G1151 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 64.10

内用薬 2478002F1088 メドロキシプロゲステロン酢酸
エステル

２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠
２．５ｍｇ「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 12.20

内用薬 2590005F3149 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2590007F1269 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 33.30

内用薬 2590007F2257 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 52.70

内用薬 3112001M1259 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「テバ」

大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3112001M1267 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 6.50

内用薬 3112001M2310 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 9.90

内用薬 3112001M3308 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１．０μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 19.30

内用薬 3112001M4207 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３．０μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 63.70

内用薬 3131002C1083 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル細粒１０％「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 3131002F1314 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 3133001F3163 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3136004F1085 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3136004F2235 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60
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内用薬 3150002M1092 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル トコフェロール酢酸エステルカプセル１０
０ｍｇ「セイコー」

生晃栄養薬品 後発品 5.60

内用薬 3214001F1063 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム
水和物

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3321002F2412 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3399002F1311 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ダイト」 ダイト 後発品 20.30

内用薬 3399002F1320 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F1338 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 24.00

内用薬 3399002F2334 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 37.70

内用薬 3399002F2342 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.70

内用薬 3399002F2350 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 37.70

内用薬 3399002F2369 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.60

内用薬 3399002F3039 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F3047 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 68.10

内用薬 3399002F4035 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.60

内用薬 3399002F4043 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 118.10

内用薬 3399005F1218 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 24.80

内用薬 3399005F1226 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 24.80

内用薬 3399005F1234 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.90

内用薬 3399005F1242 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 27.60

内用薬 3399005F2060 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 38.40

内用薬 3399005F2079 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 62.90

内用薬 3399007H1110 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3929003C1075 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 日医工 後発品 73.20

内用薬 3929003M2034 球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセル 球形吸着炭カプセル２８６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.30

内用薬 3943001F1578 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3943001F1586 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.00

内用薬 3943001F1594 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 3943001F1608 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.20

内用薬 3943001F2230 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 3.10

内用薬 3943001F2248 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.00

内用薬 3943001F2256 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 3943001F2264 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 3.50

内用薬 3949002F1126 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3949002F2181 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 6.80

内用薬 3961003F1168 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F2229 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961007F1204 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F1212 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961007F2090 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F2103 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961008F3309 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 8.70

内用薬 3961008F4089 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 10.30
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内用薬 3961008F5085 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.40

内用薬 3961008F6057 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F6065 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 8.70

内用薬 3961008F6073 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 8.70

内用薬 3969004F1284 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 16.80

内用薬 3969004F1292 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.80

内用薬 3969004F1306 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 20.90

内用薬 3969004F1314 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 20.90

内用薬 3969004F2280 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 23.40

内用薬 3969004F2299 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 23.40

内用薬 3969004F2302 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 28.80

内用薬 3969004F2310 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 28.80

内用薬 3969006F1062 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.70

内用薬 3969006F2069 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 31.60

内用薬 3999004M3102 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 67.90

内用薬 3999004M4109 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 151.70

内用薬 3999004M5105 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 244.40

内用薬 3999014M1030 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 575.30

内用薬 3999014M2037 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 325.70

内用薬 3999014M3033 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 2,156.10

内用薬 3999018F1145 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.00

内用薬 3999018F2141 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 380.40

内用薬 3999019F1239 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 63.90

内用薬 3999019F1247 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 63.90

内用薬 3999019F1255 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 63.90

内用薬 3999019F1263 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ塩錠２．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 63.90

内用薬 3999019F2057 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 401.60

内用薬 3999019F2065 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2073 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 401.60

内用薬 3999019F2081 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2090 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 401.60

内用薬 3999019F2103 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 401.60

内用薬 3999019F2111 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 446.20

内用薬 3999019F2120 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 401.60

内用薬 3999019F2138 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 401.60

内用薬 3999019F2146 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 446.20

内用薬 3999019F2154 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 446.20

内用薬 3999019F2162 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 446.20

内用薬 3999019F2170 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 446.20

内用薬 3999019F2189 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 446.20

内用薬 3999019F2197 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 401.60
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内用薬 3999019F2200 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2219 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ユートク」 大興製薬 後発品 446.20

内用薬 3999019F2227 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ塩錠１７．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 401.60

内用薬 3999019F2235 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 401.60

内用薬 3999019F2243 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 446.20

内用薬 4229101M1041 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合カプセルＴ２０ 沢井製薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M1050 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２０ 日本化薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M2048 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合カプセルＴ２５ 沢井製薬 後発品 517.30

内用薬 4229101M2056 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２５ 日本化薬 後発品 517.30

内用薬 4291010F1210 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 309.80

内用薬 4420002F1133 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.80

内用薬 4420002F2091 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 ブシラミン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.30

内用薬 4490014F1238 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 24.00

内用薬 4490014F1246 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 41.40

内用薬 4490014F1254 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 59.00

内用薬 4490014F2277 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.70

内用薬 4490014F2285 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.20

内用薬 4490014F2293 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 83.30

内用薬 4490014R1072 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 41.00

内用薬 4490014R1080 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 66.00

内用薬 4490023F1059 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F1067 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1075 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

興和 後発品 45.40

内用薬 4490023F1083 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1091 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡ
ＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1105 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 45.40

内用薬 4490023F1113 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F1121 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.40

内用薬 4490023F1130 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1148 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1156 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1164 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1172 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「三
和」

日本薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1180 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ダイ
ト」

ダイト 後発品 45.40

内用薬 4490023F1199 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1202 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F1210 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 45.40

内用薬 4490023F1229 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 45.40

内用薬 4490023F1237 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1245 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロパッチ 後発品 45.40

内用薬 4490023F2055 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 35.40
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内用薬 4490023F2063 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2071 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

興和 後発品 35.40

内用薬 4490023F2080 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2098 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡ
ＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2101 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 35.40

内用薬 4490023F2110 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F2128 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 35.40

内用薬 4490023F2136 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2144 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2152 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2160 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2179 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「三
和」

日本薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2187 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ダイ
ト」

ダイト 後発品 35.40

内用薬 4490023F2195 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2209 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F2217 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 35.40

内用薬 4490023F2225 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 35.40

内用薬 4490023F2233 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2241 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロパッチ 後発品 35.40

内用薬 4490023F3035 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＦＦＰ」

富士フイルムファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3043 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3051 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F3060 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 45.40

内用薬 4490023F4023 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F4031 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F4040 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 35.40

内用薬 4490025F3093 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 28.40

内用薬 4490025F3107 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F3115 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 28.40

内用薬 4490025F3123 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 28.40

内用薬 4490025F3131 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 28.40

内用薬 4490025F4090 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 36.10

内用薬 4490025F4103 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F4111 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 4490025F4120 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 4490025F4138 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 36.10

内用薬 4490027R1061 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 144.50

内用薬 4490027R1070 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンドライシロップ１％「日医工」 日医工 後発品 144.50

内用薬 6131001M1134 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6131001M2343 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6132005M1210 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 21.20
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内用薬 6149002F1142 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＲＭ」 ローマン工業 後発品 40.70

内用薬 6149003F1210 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 39.70

内用薬 6149003F2232 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 62.50

内用薬 6149003R1216 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 70.40

内用薬 6241006F1148 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.30

内用薬 6241008F1112 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.00

内用薬 6241008F2143 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 35.30

内用薬 6290005F1261 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 117.30

内用薬 6290005F1270 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 123.90

内用薬 6290005F1288 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 77.90

内用薬 7990100A1130 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 オーペグ配合内用剤 日医工 後発品 577.70

注射薬 1190401A1244 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 3,769

注射薬 1242401G1032 ブチルスコポラミン臭化物 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇシリ
ンジ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 159

注射薬 2119404A1190 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 エール薬品 後発品 416

注射薬 2119404A1204 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 301

注射薬 2171403A8034 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／５０ｍ
Ｌ「ＨＫ」

光製薬 後発品 1,647

注射薬 2190402D3072 アルプロスタジル　アルファデク
ス

２０μｇ１瓶 アルプロスタジルアルファデクス注射用２
０μｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 507

注射薬 2190413F1052 エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 9,430

注射薬 2190413F2059 エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 9,210

注射薬 2190413F3055 エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 18,898

注射薬 2190413F4051 エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 19,118

注射薬 2223400A1042 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

０．５％１ｍＬ１管 デキストロメトルファン臭化水素酸塩注
射液５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 54

注射薬 2325401D1116 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 140

注射薬 2325401D1124 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 140

注射薬 2325401D1132 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注用２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 140

注射薬 2325401D2104 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注射用１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 92

注射薬 2325401D2112 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注射用１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 102

注射薬 2325401D2120 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注用１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 102

注射薬 2590402A1270 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「オー
ハラ」

エール薬品 後発品 242

注射薬 3123400D5060 コカルボキシラーゼ ２５ｍｇ１管（溶解液付） コカルボキシラーゼ注射用２５ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 56

注射薬 3123400D8158 コカルボキシラーゼ ５０ｍｇ１管（溶解液付） コカルボキシラーゼ注射用５０ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 56

注射薬 3136403G1038 メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒 メコバラミン注５００μｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 164

注射薬 3229401A1150 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１管 Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注液
１０ｍＥｑ「トーワ」

東和薬品 後発品 56

注射薬 3231400P1033 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注５％シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 176

注射薬 3231400P3036 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 178

注射薬 3327401A4266 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 61

注射薬 3327401G1030 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１筒 トラネキサム酸注１ｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 166

注射薬 3999407D1220 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 252

注射薬 3999407D2226 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 691

注射薬 3999407D3117 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍ
ｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 865

注射薬 3999407D3125 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍ
ｇ「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 1,749
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注射薬 3999408G1395 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 589

注射薬 3999411G5074 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「テ
ルモ」

テルモ 後発品 1,384

注射薬 4235404A1083 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍ
Ｌ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 3,131

注射薬 4235404A2080 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５
ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 10,762

注射薬 4240404A1130 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 3,124

注射薬 4240404A1148 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 3,124

注射薬 4240404A1156 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 3,124

注射薬 4240404A2136 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 7,334

注射薬 4240404A2144 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7,334

注射薬 4240404A2152 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 7,334

注射薬 4240405A1045 ドセタキセル ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解
液付）

ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「あすか」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A2041 ドセタキセル ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液
付）

ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「あすか」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 43,164

注射薬 4240406A1082 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5,587

注射薬 4240406A2089 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 15,474

注射薬 6119401D1159 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 3,115

注射薬 6119401D2058 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 4,680

注射薬 6123402A1206 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 104

注射薬 6132400F1130 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 231

注射薬 6132400F2170 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 280

注射薬 6132400F3192 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 356

注射薬 6132400G3058 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッ
グ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 699

注射薬 6132401D2122 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用０．５ｇ「日
医工」

日医工 後発品 122

注射薬 6132401D3196 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 122

注射薬 6132401D4192 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 259

注射薬 6135400F1124 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 199

注射薬 6135400F2228 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 361

注射薬 6135400F3232 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 567

注射薬 6250400D1060 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 ビダラビン点滴静注用３００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,239

注射薬 6250401F1236 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「アイロ
ム」

アイロム製薬 後発品 872

注射薬 6250401G4036 アシクロビル ２５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇバッグ
１００ｍＬ「アイロム」

アイロム製薬 後発品 1,123

注射薬 6290401A1145 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,011

注射薬 6290401A2230 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,400

注射薬 6290401A3229 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,893

注射薬 6290401A4071 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 1,390

注射薬 6290401A5078 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412A2092 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 3,143

注射薬 7219412A3102 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 4,548

注射薬 7219412A5091 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 3,477

注射薬 7219412A6101 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,817

注射薬 7219412G7062 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 5,973

注射薬 7219412G9081 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 4,562
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注射薬 7219412H1094 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412P1072 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 3,938

注射薬 7219415G3125 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール３００注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,564

注射薬 7223401A2089 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 1,020

注射薬 7223401A3107 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 2,559

外用薬 1313700Q2097 オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．４％
「ニットー」

日東メディック 後発品 8.90

外用薬 1319720Q7200 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 プロビスク０．６眼粘弾剤１％ 日本アルコン 後発品 3,696.50

外用薬 1319720Y2080 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ティアバランス点眼液０．３％ 千寿製薬 後発品 467.60

外用薬 1319720Y2098 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアロンサン点眼液０．３％ 東亜薬品 後発品 430.00

外用薬 1319722Q1198 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「テバ」 大正薬品工業 後発品 43.00

外用薬 1319742Q1268 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 76.10

外用薬 1319742Q2035 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2043 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 76.90

外用薬 1319742Q2051 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2060 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2078 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「アメル」 共和薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2086 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2094 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「科研」 ダイト 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2108 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2116 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「タカタ」 高田製薬 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2124 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「テバ」 大正薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2132 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2140 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 76.90

外用薬 1319746Q1118 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 96.30

外用薬 1329707Q1254 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」２８噴
霧用

キョーリンリメディオ 後発品 512.10

外用薬 1329707Q2099 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「杏
林」５６噴霧用

キョーリンリメディオ 後発品 549.30

外用薬 1329707Q3206 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴
霧用

キョーリンリメディオ 後発品 968.10

外用薬 2171700S1168 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 45.10

外用薬 2259707S1187 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 33.60

外用薬 2259707S2183 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 45.50

外用薬 2259707S3180 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 59.20

外用薬 2260701F1360 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨード含嗽用液７％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 2.40

外用薬 2615705Q1234 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールＩＰＡ液「東豊」 東豊薬品 後発品 6.30

外用薬 2619702Q3232 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液
５％「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 10.30

外用薬 2646703M1183 ベタメタゾンジプロピオン酸エス
テル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏
０．０６４％「テイコク」

帝國製薬 後発品 9.40

外用薬 2646703N1154 ベタメタゾンジプロピオン酸エス
テル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステルク
リーム０．０６４％「テイコク」

帝國製薬 後発品 9.40

外用薬 2646708M1283 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「テイコク」 帝國製薬 後発品 9.10

外用薬 2646708N1319 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニドクリーム０．０５％「テイコ
ク」

帝國製薬 後発品 9.10

外用薬 2646722M1178 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％
「テイコク」

帝國製薬 後発品 12.40

外用薬 2646725M1210 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＫＮ」 小林化工 後発品 12.30

外用薬 2649729S2223 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 14.30
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外用薬 2649729S3157 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 19.80

外用薬 2649731Q1081 フェルビナク ３％１ｍＬ フェルビナクローション３％「ラクール」 東光薬品工業 後発品 4.00

外用薬 2649731S1267 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 後発品 15.10

外用薬 2649731S3057 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 後発品 24.70

外用薬 2649735Q1039 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 4.50

外用薬 2649735Q1047 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 4.50

外用薬 2649735Q1055 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ラクール」 三友薬品 後発品 4.50

外用薬 2649735S1036 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 30.60

外用薬 2649735S1044 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

救急薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S1052 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1060 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S1079 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1087 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 30.60

外用薬 2649735S1095 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S1109 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S1117 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S1125 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1133 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 30.60

外用薬 2649735S1141 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S2032 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2040 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2059 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2067 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 19.80

外用薬 2649735S2075 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＫＯＧ」 救急薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2083 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2091 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 19.80

外用薬 2649735S2105 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2113 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 19.80

外用薬 2649735S2121 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2130 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 帝國製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2148 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2156 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 19.80

外用薬 2649735S2164 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2172 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 19.80

外用薬 2649735S2180 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「日本
臓器」

日本臓器製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2199 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三笠」 三笠製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2202 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユート
ク」

祐徳薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2210 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ラクー
ル」

東光薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2229 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2237 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「タイホウ」

岡山大鵬薬品 後発品 19.80

外用薬 2649735S2245 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 19.80
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外用薬 2649735S2253 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 19.80

外用薬 2649735S3039 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3047 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3055 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3063 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 30.60

外用薬 2649735S3071 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

救急薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3080 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3098 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 30.60

外用薬 2649735S3101 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3110 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S3128 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3136 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科
研」

帝國製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3144 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3152 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 30.60

外用薬 2649735S3160 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3179 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S3187 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「日本
臓器」

日本臓器製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3195 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3209 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユー
トク」

祐徳薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3217 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ラ
クール」

東光薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3225 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3233 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「タイホウ」

岡山大鵬薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S3241 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 30.60

外用薬 2649735S3250 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S4027 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ２００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 47.30

外用薬 2659710N1195 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医
工」

日医工 後発品 20.10

外用薬 6250700M1219 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 132.20

外用薬 6250700M1227 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「イワキ」 岩城製薬 後発品 132.20

外用薬 6250701M1060 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル軟膏５％「テバ」 大正薬品工業 後発品 145.90

外用薬 8219700S5042 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6049 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7045 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8041 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「明
治」

祐徳薬品工業 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9048 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「明
治」

祐徳薬品工業 後発品 8,044.90

平成２５年５月３１日
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注射薬 3399408G1023 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 6,882.00

注射薬 3399408G1031 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399408G2020 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 10,871.00
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注射薬 3399408G2038 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399408G3026 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 17,179.00

注射薬 3399408G3034 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 17,179.00

注射薬 3399409G1028 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399409G1036 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399409G2024 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399409G2032 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399409G3020 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 17,179.00

注射薬 3399409G3039 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 17,179.00
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内用薬 3969003F1115 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 15.80

内用薬 3969003F2111 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.70

内用薬 3969003F3053 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 15.80

内用薬 3969003F4050 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.70
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内用薬 1179038C1175 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ファイザー」 ファイザー 後発品 132.80

内用薬 1179038F1198 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 11.60

内用薬 1179038F2194 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 23.30

内用薬 1179038F3182 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 35.00

内用薬 1179038F4090 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 6.70

内用薬 1179039F1206 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 20.60

内用薬 1179039F2202 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 38.00

内用薬 1179039F3209 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 52.60

内用薬 2144002F1288 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 17.70

内用薬 2144002F2330 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 18.40

内用薬 2144002F3256 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 19.10
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外用薬 1319720Q3183 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％
「トーワ」

東和薬品 後発品 200.20

外用薬 1319720Y2071 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％
「トーワ」

東和薬品 後発品 286.20
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内用薬 1124009F1304 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 8.50

内用薬 1124009F1312 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 11.10

内用薬 1124009F2076 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 11.10

内用薬 1124026F1294 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 1124026F1308 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 1149019C1157 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「サワイ」 メディサ新薬 後発品 14.20

内用薬 1149019C1165 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム細粒１０％「日
医工」

日医工 後発品 16.00

内用薬 1149019F1587 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.10

内用薬 1149019F1595 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 1149019S1038 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

０．６％１ｍＬ ロキソプロフェンナトリウム内服液６０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 2.60

内用薬 1161001F1131 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 1161001F2154 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.60

内用薬 1172014C1071 レボメプロマジンマレイン酸塩 １０％１ｇ レボメプロマジン細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 8.70

内用薬 1172014F2155 レボメプロマジンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1172014F3089 レボメプロマジンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1179012F1150 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1179012F2084 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.30

内用薬 1179016F1191 スルピリド １００ｍｇ１錠 スルピリド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 1179016F2163 スルピリド ２００ｍｇ１錠 スルピリド錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.90

内用薬 1179025F1247 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179025F1255 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 5.80

内用薬 1179025F1263 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80

内用薬 1179025F2200 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1179025F2219 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179025F2227 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 1179028C1090 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール細粒１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.00

内用薬 1179028F1089 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1179028F2131 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.60

内用薬 1179028F3065 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠６ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 21.80

内用薬 1179038F4081 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 6.70

内用薬 1179038F7048 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.10

内用薬 1179038F7056 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.20

内用薬 1179039F1192 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 24.20

内用薬 1179039F2199 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 41.70

内用薬 1179039F3195 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 55.70

内用薬 1179041F3249 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.20

内用薬 1179041F3257 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 36.20

内用薬 1179042C1031 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「ＥＥ」 高田製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1040 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 510.90

内用薬 1179042C1058 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1066 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「三和」 シオノケミカル 後発品 510.90

内用薬 1179042C1074 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「テバ」 テバ製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1082 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「トーワ」 東和薬品 後発品 510.90

内用薬 1179042F1038 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1046 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 25.70

内用薬 1179042F1054 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1062 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 25.70
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内用薬 1179042F1070 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 25.70

内用薬 1179042F1089 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 25.70

内用薬 1179042F1097 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 25.70

内用薬 1179042F1100 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 25.70

内用薬 1179042F1119 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1127 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 25.70

内用薬 1179042F1135 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 25.70

内用薬 1179042F1143 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 25.70

内用薬 1179042F1151 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.70

内用薬 1179042F1160 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.70

内用薬 1179042F1178 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1186 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 25.70

内用薬 1179042F1194 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 25.70

内用薬 1179042F2034 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2042 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2050 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2069 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2077 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 89.80

内用薬 1179042F2085 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 89.80

内用薬 1179042F2093 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2107 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 89.80

内用薬 1179042F2115 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2123 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 89.80

内用薬 1179042F2131 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 89.80

内用薬 1179042F2140 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 89.80

内用薬 1179042F2158 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 89.80

内用薬 1179042F2166 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 89.80

内用薬 1179042F2174 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2182 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 89.80

内用薬 1179042F2190 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 89.80

内用薬 1179042F3030 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3049 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3057 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3065 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3073 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 167.90

内用薬 1179042F3081 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 167.90

内用薬 1179042F3090 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3103 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 167.90

内用薬 1179042F3111 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3120 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 167.90

内用薬 1179042F3138 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 167.90

内用薬 1179042F3146 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 167.90

内用薬 1179042F3154 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 167.90

内用薬 1179042F3162 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 167.90

内用薬 1179042F3170 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3189 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 167.90

内用薬 1179042F3197 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 167.90
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内用薬 1179042F4029 クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 13.70

内用薬 1179042F5025 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 48.00

内用薬 1179042F5033 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.00

内用薬 1190012F1301 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F2308 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012F3304 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F3312 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 167.00

内用薬 1190012F4300 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012F4319 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 249.20

内用薬 1339005F1423 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2119003M2234 ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 8.70

内用薬 2123008F1269 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 6.30

内用薬 2123011F2534 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 26.80

内用薬 2123014F1108 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 7.80

内用薬 2123014F2210 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11.10

内用薬 2129002M2228 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 10.40

内用薬 2129003F1049 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 2129003F2045 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 7.90

内用薬 2129004M1050 アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 21.70

内用薬 2129004M2065 アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 34.20

内用薬 2129006F1050 プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 23.50

内用薬 2129006F2057 プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 19.20

内用薬 2129008M1121 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 28.80

内用薬 2129008M2136 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 47.80

内用薬 2133001F1590 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2139001S5023 イソソルビド ７０％４０ｍＬ１包 イソソルビド内用液７０％分包４０ｍＬ「Ｃ
ＥＯ」

あすか製薬 後発品 230.10

内用薬 2144002F1261 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2144002F1270 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 10.50

内用薬 2144002F3230 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 35.00

内用薬 2144003F1096 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7.10

内用薬 2144003F2220 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 アラセプリル錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.00

内用薬 2144003F3080 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 アラセプリル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.00

内用薬 2149019B1083 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ニカルジピン塩酸塩散１０％「日医工」 日医工 後発品 25.50

内用薬 2149019F1123 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019F2251 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019N1195 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル２０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019N2205 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル４０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 7.00

内用薬 2149032F1110 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.00

内用薬 2149032F2117 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 43.90

内用薬 2149039F1350 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F2356 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F3344 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ザイダ
ス」

ザイダスファーマ 後発品 129.00

内用薬 2160002F1095 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.40

内用薬 2160003F1030 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003F1049 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 502.00

内用薬 2160003F1057 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 502.00

内用薬 2160003F1065 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 502.00
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内用薬 2160003F1073 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 502.00

内用薬 2160003F1081 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 502.00

内用薬 2160003F1090 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 502.00

内用薬 2160003F1103 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 502.00

内用薬 2160003F1111 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003F1120 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 502.00

内用薬 2160003F1138 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 502.00

内用薬 2160003F1146 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003S1020 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１包 スマトリプタン内用液５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 1,602.60

内用薬 2171006F1348 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171006F2140 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.30

内用薬 2171006N1156 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１００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 14.60

内用薬 2171006N2071 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル２００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 29.70

内用薬 2171010F2618 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.40

内用薬 2171011G1182 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171012F1211 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 2171012F2382 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 12.90

内用薬 2171014G1259 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171014G1267 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171014G3090 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 10.90

内用薬 2171014G3103 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.80

内用薬 2171014G4096 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 19.60

内用薬 2171014G4100 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.10

内用薬 2171014G5092 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 37.10

内用薬 2171014G5106 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 31.90

内用薬 2171017F2164 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171022F1436 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 20.00

内用薬 2171022F2432 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 37.60

内用薬 2171022F5083 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5091 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 34.70

内用薬 2171022F5105 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.00

内用薬 2171022F5113 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬 後発品 63.00

内用薬 2171022F5121 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 23.30

内用薬 2171022F5130 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 42.00

内用薬 2171022F5148 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F5156 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 46.40

内用薬 2171022F5164 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 46.40

内用薬 2171022F5172 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5180 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5199 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 46.40

内用薬 2171022F5202 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5210 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.20

内用薬 2171022F5229 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 52.20

内用薬 2171022F6055 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザイ 後発品 52.20

内用薬 2171022F6063 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.00

内用薬 2171022F6071 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.00

内用薬 2171022F6080 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.70
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内用薬 2171022F6098 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 46.40

内用薬 2171022F6101 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F6110 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 46.40

内用薬 2171022F6128 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F6136 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 46.40

内用薬 2171022F6144 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 46.40

内用薬 2171022F6152 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.20

内用薬 2183005G1285 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2183005G2133 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 2183005G2141 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ミデナールＬ錠１００ シオノケミカル 後発品 7.70

内用薬 2189008F1430 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.40

内用薬 2189010F1349 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 29.20

内用薬 2189010F1357 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 29.20

内用薬 2189010F1365 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「日医
工」

日医工 後発品 22.60

内用薬 2189010F2361 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 55.10

内用薬 2189010F2370 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 60.20

内用薬 2189010F2388 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「日医
工」

日医工 後発品 43.00

内用薬 2189011F1211 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 30.90

内用薬 2189011F1220 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 69.20

内用薬 2189011F1238 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 51.70

内用薬 2189011F2196 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 143.30

内用薬 2189011F2200 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 103.90

内用薬 2189011F3184 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 256.40

内用薬 2189015F1147 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.10

内用薬 2189015F1155 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 36.10

内用薬 2189015F1163 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.10

内用薬 2189015F1171 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1180 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 2189015F2143 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 68.90

内用薬 2189015F2151 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 68.90

内用薬 2189015F2160 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 68.90

内用薬 2189015F2178 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2186 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 68.90

内用薬 2190005F1284 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.40

内用薬 2190005F2183 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190016D1028 ポリスチレンスルホン酸カルシ
ウム

８９．２９％１ｇ アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ 三和化学研究所 後発品 15.30

内用薬 2190021C1058 ニセルゴリン １％１ｇ ニセルゴリン細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 20.20

内用薬 2190021F1437 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2239001Q1174 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％「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.10

内用薬 2251001F1070 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001F2166 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001F3154 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001R1123 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２
０％「サワイ」

沢井製薬 後発品 57.10

内用薬 2325001F1530 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2325002F1232 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 2325002F2158 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.40

内用薬 2325003F1270 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 13.80
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内用薬 2325003F2292 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 27.10

内用薬 2325003F3205 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 13.80

内用薬 2325003F4228 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 27.10

内用薬 2325006F1044 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 17.10

内用薬 2325006F1052 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 17.10

内用薬 2325006F1060 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 17.10

内用薬 2325006F1079 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 17.10

内用薬 2325006F1087 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.10

内用薬 2325006F1095 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 17.10

内用薬 2325006F1109 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.10

内用薬 2325006F1117 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.10

内用薬 2325006F1125 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 17.10

内用薬 2325006F2040 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 28.90

内用薬 2325006F2059 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 28.90

内用薬 2325006F2067 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 28.90

内用薬 2325006F2075 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.90

内用薬 2325006F2083 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.90

内用薬 2325006F2091 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.90

内用薬 2325006F2105 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 28.90

内用薬 2325006F2113 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.90

内用薬 2325006F2121 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 28.90

内用薬 2329002D4302 アルジオキサ ５０％１ｇ アルジオキサ顆粒５０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.20

内用薬 2329006C1101 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファルナート細粒１０％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 2329009F1217 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 2329012C1310 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 11.80

内用薬 2329012M1331 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.60

内用薬 2329022H1183 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 79.80

内用薬 2329022H2155 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 40.00

内用薬 2329023F1110 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 40.00

内用薬 2329023F2116 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 70.80

内用薬 2329023M1151 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「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 40.00

内用薬 2329023M1160 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「日医
工」

日医工 後発品 40.00

内用薬 2329023M2158 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「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 70.80

内用薬 2329023M2166 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「日医
工」

日医工 後発品 70.80

内用薬 2329028F1279 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 86.40

内用薬 2329028F2275 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 159.80

内用薬 2344009F3038 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 マグミット錠２００ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60

内用薬 2362001F1100 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 2362001F2190 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 5.80

内用薬 2399010B1042 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ モサプリドクエン酸塩散１％「テバ」 大正薬品工業 後発品 27.10

内用薬 2399010B1050 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 日医工 後発品 27.10

内用薬 2399010F1036 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1044 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1052 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1060 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1079 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 9.60

内用薬 2399010F1087 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 9.60
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内用薬 2399010F1095 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1109 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1117 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 9.60

内用薬 2399010F1125 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.60

内用薬 2399010F1133 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1141 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.60

内用薬 2399010F1150 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1168 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1176 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1184 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1192 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1206 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1214 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 9.60

内用薬 2399010F1222 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1230 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2399010F1249 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 9.60

内用薬 2399010F1257 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1265 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 9.60

内用薬 2399010F1273 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 9.60

内用薬 2399010F2032 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2040 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2059 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2067 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2075 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11.50

内用薬 2399010F2083 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2091 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2105 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2113 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 11.50

内用薬 2399010F2121 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 11.50

内用薬 2399010F2130 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2148 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 2399010F2156 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2164 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2172 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2180 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2199 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2202 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2210 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 11.50

内用薬 2399010F2229 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2237 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.50

内用薬 2399010F2245 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 11.50

内用薬 2399010F2253 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2261 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 11.50

内用薬 2399010F2270 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 11.50

内用薬 2491001F5170 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2491001F6192 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」 日医工 後発品 6.70

内用薬 2491001M3079 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カリジノゲナーゼカプセル２５単位「日医
工」

日医工 後発品 5.60
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内用薬 2590004F1311 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.70

内用薬 2590005F3122 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2590005F3130 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ファンデヒーデ錠１ｍｇ 陽進堂 後発品 4.50

内用薬 2590007F1250 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 42.10

内用薬 2590007F2249 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 67.80

内用薬 2590008F1140 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 33.90

内用薬 2590008F1158 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 22.10

内用薬 2590008F2146 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 55.90

内用薬 2590008F2154 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 34.70

内用薬 2590008N1209 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 37.10

内用薬 2590008N2205 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 76.40

内用薬 3321002B1155 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

１０％１ｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１
０％「日医工」

日医工 後発品 11.50

内用薬 3321002F1114 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

１０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.00

内用薬 3321002F2404 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3399001C1078 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ チクロピジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 23.10

内用薬 3399001F1414 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 11.80

内用薬 3399002F1281 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 24.00

内用薬 3399002F1290 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 60.70

内用薬 3399002F1303 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 68.10

内用薬 3399002F2300 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 114.50

内用薬 3399002F2318 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 118.10

内用薬 3399003F1111 リマプロストアルファデクス ５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医
工」

日医工 後発品 34.50

内用薬 3399004M1344 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 17.80

内用薬 3399004M1352 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 16.70

内用薬 3399005F1200 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 27.60

内用薬 3399007H1102 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3943001F1551 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 3943001F1560 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 3943001F2221 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 3949002F2173 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.20

内用薬 3961003F1150 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3961003F2210 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3961008F3163 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 8.70

内用薬 3961008F3171 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3180 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 8.70

内用薬 3961008F3198 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 8.70

内用薬 3961008F3201 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.70

内用薬 3961008F3210 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3228 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 8.70

内用薬 3961008F3236 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3244 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3252 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3260 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3279 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.70

内用薬 3961008F3287 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3295 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 8.70

内用薬 3961008F6030 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザイ 後発品 8.70
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内用薬 3961008F6049 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.70

内用薬 3969006F1054 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠３０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 12.70

内用薬 3969006F2050 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠９０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 31.60

内用薬 3969007F1318 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 43.10

内用薬 3969007F2314 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3999013F1304 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 71.60

内用薬 3999013F1312 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.70

内用薬 3999018F1129 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 53.30

内用薬 3999018F1137 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 53.30

内用薬 3999018F2125 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 422.70

内用薬 3999018F2133 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 422.70

内用薬 3999019F1204 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 63.90

内用薬 3999019F1212 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.90

内用薬 3999019F1220 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 71.00

内用薬 3999019F2049 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 401.60

内用薬 4291010F1040 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1058 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 309.80

内用薬 4291010F1066 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1074 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 309.80

内用薬 4291010F1082 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 309.80

内用薬 4291010F1090 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1104 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1112 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 309.80

内用薬 4291010F1120 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ケミファ」 ダイト 後発品 309.80

内用薬 4291010F1139 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1147 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1155 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 309.80

内用薬 4291010F1163 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 309.80

内用薬 4291010F1171 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 309.80

内用薬 4291010F1180 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 309.80

内用薬 4291010F1198 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1201 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 309.80

内用薬 4419008F1474 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 クレマスチン錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00

内用薬 4490004F1099 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.30

内用薬 4490014F1220 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 45.10

内用薬 4490014F2269 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 56.20

内用薬 4490017F1053 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 34.20

内用薬 4490017F2050 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 59.30

内用薬 4490023F1032 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 52.90

内用薬 4490023F1040 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 52.90

内用薬 4490023F2039 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 41.30

内用薬 4490023F2047 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 41.30

内用薬 4490025F1031 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 28.40

内用薬 4490025F1040 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 28.40

内用薬 4490025F1058 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1066 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 28.40

内用薬 4490025F1074 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 28.40
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内用薬 4490025F1082 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 28.40

内用薬 4490025F1090 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 シオノケミカル 後発品 28.40

内用薬 4490025F1104 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 28.40

内用薬 4490025F1112 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.40

内用薬 4490025F1120 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1139 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1147 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1155 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1163 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1171 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ザイダ
ス」

ザイダスファーマ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1180 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1198 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1201 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 28.40

内用薬 4490025F1210 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1228 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1236 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 28.40

内用薬 4490025F1244 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.40

内用薬 4490025F1252 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 28.40

内用薬 4490025F1260 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1279 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 28.40

内用薬 4490025F2038 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 36.10

内用薬 4490025F2046 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 36.10

内用薬 4490025F2054 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2062 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.10

内用薬 4490025F2070 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2089 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 36.10

内用薬 4490025F2097 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 シオノケミカル 後発品 36.10

内用薬 4490025F2100 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 36.10

内用薬 4490025F2119 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.10

内用薬 4490025F2127 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2135 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2143 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2151 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2160 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2178 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2186 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2194 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2208 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 36.10

内用薬 4490025F2216 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2224 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2232 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.10

内用薬 4490025F2240 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 4490025F2259 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 36.10

内用薬 4490025F2267 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2275 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 4490025F3034 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 28.40

内用薬 4490025F3042 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 28.40
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内用薬 4490025F3050 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F3069 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F3077 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 28.40

内用薬 4490025F3085 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム２．５ｍｇ
「マルホ」

救急薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F4030 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 36.10

内用薬 4490025F4049 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F4057 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F4065 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F4073 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 4490025F4081 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「マ
ルホ」

救急薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490027F2240 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 66.10

内用薬 6149003F1201 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 25.30

内用薬 6149003F2224 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 42.50

内用薬 6290004F1070 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 152.00

内用薬 6290004F2069 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 281.80

注射薬 1119402A1090 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール１％静注２０ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 837

注射薬 1119402A2126 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注５０ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 1,101

注射薬 1119402A3050 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注１００ｍＬ「日医
工」

日医工 後発品 1,355

注射薬 1119402A3068 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注１００ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 1,355

注射薬 1119402A3076 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 フレゼニウス　カビ
アーゲー

後発品 1,290

注射薬 1190401A1236 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 3,769

注射薬 1190401G1220 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,201

注射薬 2139401A2196 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 57

注射薬 2149400A1132 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 92

注射薬 2149400A2155 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 229

注射薬 2149400A3070 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 434

注射薬 2190406G1058 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,543

注射薬 2190406G1066 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「日医
工」

日医工 後発品 1,543

注射薬 2190406G2070 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,942

注射薬 2190406G2089 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「日医
工」

日医工 後発品 1,942

注射薬 2190408A1097 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,597

注射薬 2391400G1172 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＡＦＰ」

大興製薬 後発品 1,961

注射薬 2391400G1180 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 3,193

注射薬 2391400G1199 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 2,661

注射薬 2391400G1202 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,961

注射薬 2391400G4066 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＡＦＰ」

大興製薬 後発品 1,961

注射薬 2391400G4074 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 3,193

注射薬 2391400G4082 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 2,661

注射薬 2391400G4090 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,961

注射薬 2391400G5020 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 1,673

注射薬 2391400G5038 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 1,262

注射薬 2391400G5046 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,262

注射薬 2413400D2082 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１瓶（溶解液付） ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 フェリング・ファーマ 後発品 1,394

注射薬 2590402A1253 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 376

注射薬 3229401A1142 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１管 Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注液
１０ｍＥｑ「日新」

日新製薬 後発品 56

注射薬 3321401A1107 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％２ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注
射液１０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 50

注射薬 3321401A2170 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液２５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56
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注射薬 3321401A3185 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液５０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3321401A4246 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3991400A4133 コンドロイチン硫酸エステルナト
リウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液２０
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 58

注射薬 3999411A1068 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 514

注射薬 3999411A2056 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液８０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,584

注射薬 3999411A9042 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液４０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 822

注射薬 3999411D1200 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オザグレルＮａ静注用２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 481

注射薬 4224403A1026 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍ
Ｌ「サンド」

サンド 後発品 2,596

注射薬 4224403A2022 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「サ
ンド」

サンド 後発品 12,618

注射薬 4240403A2093 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 3,863

注射薬 4240405A5024 ドセタキセル ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ
「サンド」

サンド 後発品 12,552

注射薬 4240405A6020 ドセタキセル ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ
「サンド」

サンド 後発品 43,164

注射薬 6112400A3109 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注射液６００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 78

注射薬 6113400A1162 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 1,576

注射薬 6119401D2031 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 4,680

注射薬 6119401D2040 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5,098

注射薬 6123402A1192 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 104

注射薬 6123402A3195 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 262

注射薬 6132400F1122 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「日
医工」

日医工 後発品 211

注射薬 6132400F2161 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ「日医
工」

日医工 後発品 280

注射薬 6132400F3184 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「日医工」 日医工 後発品 356

注射薬 6132419F1127 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 206

注射薬 6132419F2140 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日
医工」

日医工 後発品 336

注射薬 7219412P2028 イオパミドール ６１．２４％１５０ｍＬ１筒 オイパロミン３００注シリンジ１５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 7,318

外用薬 1319739Q1290 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 437.60

外用薬 1319742Q1241 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1250 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 76.10

外用薬 2171700S1150 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 52.30

外用薬 2260700B1151 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.90

外用薬 2615705Q1226 エタノール １０ｍＬ オー消エタ消毒液 日医工 後発品 6.30

外用薬 2619805X1066 エタノール １０ｍＬ 消毒用マルオアルコール 日医工 後発品 4.30

外用薬 2646708M1275 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.80

外用薬 2646709M1156 フルオシノロンアセトニド ０．０２５％１ｇ フルオシノロンアセトニド軟膏０．０２５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.80

外用薬 2646723M1180 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．０５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.60

外用薬 2646723N1160 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステルクリーム０．０
５％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.60

外用薬 2649719M1216 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンゲル１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649719N1149 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンクリーム１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649719Q2109 インドメタシン １％１ｍＬ インドメタシン外用液１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649731S1259 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 15.10

外用薬 2655702N1094 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.70

外用薬 2691702M1044 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏
２５μｇ／ｇ「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 87.70

外用薬 2691702M1052 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 87.70

外用薬 2691702M1060 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 87.70

外用薬 3339950R1037 ヘパリン類似物質 １ｇ クラドイド外用スプレー０．３％ 陽進堂 後発品 20.20

外用薬 3339950R1045 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＰＰ」

イセイ 後発品 20.20

外用薬 3339950R1053 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 20.20

外用薬 3339950R1061 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「サトウ」

佐藤製薬 後発品 20.20
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外用薬 3339950R1070 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「日新」

日新製薬 後発品 20.20

外用薬 3339950R1088 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ファイザー」

ファイザー 後発品 20.20

平成２４年１０月１日
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医薬品
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内用薬 2171014G3081 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 9.80

内用薬 2171014G4088 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 17.10

内用薬 2171014G5084 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 31.90

内用薬 2171021F1245 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠２「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 13.50

内用薬 2171021F2268 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠４「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 22.60

内用薬 2171021F3230 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠８「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.30

内用薬 3150002F1263 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.60

平成２４年９月１４日
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内用薬 6149003R1208 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 70.40

平成２４年７月３０日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名
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医薬品

薬価

注射薬 1190401A1228 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,091

平成２４年６月２２日
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内用薬 1129009F1033 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1041 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサ ファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1050 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1068 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1076 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1084 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1092 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1106 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1114 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 26.90

内用薬 1129009F1122 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 26.90

内用薬 1129009F1130 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 東洋カプセル 後発品 26.90

内用薬 1129009F1149 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1157 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 26.90

内用薬 1129009F1165 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 26.90

内用薬 1129009F1173 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 26.90

内用薬 1129009F1181 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1190 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1203 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1211 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1220 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 26.90
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内用薬 1129009F1238 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1246 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1254 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 26.90

内用薬 1129009F1262 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1270 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1289 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 26.90

内用薬 1129009F1297 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 26.90

内用薬 1129009F1300 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 26.90

内用薬 1129009F1319 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 26.90

内用薬 1129009F1327 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1335 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F2030 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2048 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサ ファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2056 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2064 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2072 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2080 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2099 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2102 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2110 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 42.80

内用薬 1129009F2129 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 42.80

内用薬 1129009F2137 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 東洋カプセル 後発品 42.80

内用薬 1129009F2145 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2153 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 42.80

内用薬 1129009F2161 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 42.80

内用薬 1129009F2170 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.80

内用薬 1129009F2188 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2196 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2200 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2218 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2226 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2234 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2242 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2250 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 42.80

内用薬 1129009F2269 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2277 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2285 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 42.80

内用薬 1129009F2293 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 42.80

内用薬 1129009F2307 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 42.80

内用薬 1129009F2315 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 42.80

内用薬 1129009F2323 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2331 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F3028 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 26.90

内用薬 1129009F3036 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 26.90

内用薬 1129009F3044 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F3052 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ
「モチダ」

救急薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F4024 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 42.80
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内用薬 1129009F4032 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 42.80

内用薬 1129009F4040 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F4059 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ
「モチダ」

救急薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009S1023 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 130.70

内用薬 1129009S2020 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 208.00

内用薬 1169101F1162 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 レプリントン配合錠Ｌ１００ 辰巳化学 後発品 10.80

内用薬 1179012F1142 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 イソクリン錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179025F1239 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 6.30

内用薬 1179025F2197 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 6.40

内用薬 1179038F4073 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 9.60

内用薬 1179041F1033 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1041 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1050 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1068 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1076 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1084 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1092 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 63.40

内用薬 1179041F1106 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.40

内用薬 1179041F1114 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1122 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1130 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1149 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 63.40

内用薬 1179041F1157 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1165 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.40

内用薬 1179041F1173 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1181 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1190 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 63.40

内用薬 1179041F1203 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1211 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1220 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 63.40

内用薬 1179041F1238 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1246 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1254 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.40

内用薬 1179041F1262 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 63.40

内用薬 1179041F1270 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 63.40

内用薬 1179041F1289 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 63.40

内用薬 1179041F1297 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1300 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F2030 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2048 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2056 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2064 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2072 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2080 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2099 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 110.90

内用薬 1179041F2102 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 110.90

内用薬 1179041F2110 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 110.90
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内用薬 1179041F2129 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2137 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2145 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 110.90

内用薬 1179041F2153 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2161 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 110.90

内用薬 1179041F2170 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2188 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2196 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 110.90

内用薬 1179041F2200 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2218 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2226 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 110.90

内用薬 1179041F2234 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2242 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2250 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.90

内用薬 1179041F2269 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 110.90

内用薬 1179041F2277 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 110.90

内用薬 1179041F2285 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 110.90

内用薬 1179041F2293 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2307 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F3036 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3044 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3052 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3060 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3079 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3087 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3095 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3109 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 36.20

内用薬 1179041F3117 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3125 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.20

内用薬 1179041F3133 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3141 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3150 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3168 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 36.20

内用薬 1179041F3176 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3184 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3192 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.20

内用薬 1179041F3206 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.20

内用薬 1179041F3214 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 36.20

内用薬 1179041F3222 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 36.20

内用薬 1179041F3230 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F4024 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.40

内用薬 1179041F5020 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.90

内用薬 1190012F1280 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 150.30

内用薬 1190012F1298 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 150.30

内用薬 1190012F2286 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 224.30

内用薬 1190012F2294 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 224.30

内用薬 1190012F3274 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 167.00
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内用薬 1190012F3282 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 150.30

内用薬 1190012F3290 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F4270 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 249.20

内用薬 1190012F4289 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 224.30

内用薬 1190012F4297 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩OD錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012Q1035 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 163.40

内用薬 1190012Q1043 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 163.40

内用薬 1190012Q2031 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 249.20

内用薬 1190012Q2040 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 249.20

内用薬 1190012S1024 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 149.80

内用薬 1190012S2020 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 223.50

内用薬 1190014F1041 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 781.10

内用薬 1190014F1050 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 781.10

内用薬 1190014F1068 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 781.10

内用薬 1190014F2030 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 781.10

内用薬 1339005F1407 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.00

内用薬 1339005F1415 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1339005F2160 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 1339005F2179 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 1339005F2187 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1339005F2195 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 6.30

内用薬 1339005F2209 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 メニタジン錠１２ｍｇ 東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2129008M1113 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 28.80

内用薬 2129008M2128 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 53.20

内用薬 2132003F3047 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 フルトリア錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 2132004F2029 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ニュートライド錠１２．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2139008F2036 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 ダイタリック錠３０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 12.60

内用薬 2144008F1196 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 15.30

内用薬 2144008F2192 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 27.50

内用薬 2144008F3199 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 53.30

内用薬 2149010F1149 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 2149022F2091 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 ニルバジピン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 16.30

内用薬 2149026F2200 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 15.10

内用薬 2149026F3207 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.50

内用薬 2149039F1040 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1058 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1066 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 45.30

内用薬 2149039F1074 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1082 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 45.30

内用薬 2149039F1090 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1104 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 45.30

内用薬 2149039F1112 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 45.30

内用薬 2149039F1120 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 45.30

内用薬 2149039F1139 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1147 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1155 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 45.30

内用薬 2149039F1163 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 45.30
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内用薬 2149039F1171 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1180 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 45.30

内用薬 2149039F1198 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1201 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1210 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 45.30

内用薬 2149039F1228 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.30

内用薬 2149039F1236 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1244 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1252 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1260 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1279 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1287 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 45.30

内用薬 2149039F1295 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1309 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 45.30

内用薬 2149039F1317 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1325 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1333 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1341 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F2046 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2054 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2062 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 86.00

内用薬 2149039F2070 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2089 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 86.00

内用薬 2149039F2097 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2100 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 86.00

内用薬 2149039F2119 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 86.00

内用薬 2149039F2127 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 86.00

内用薬 2149039F2135 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2143 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2151 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 86.00

内用薬 2149039F2160 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2178 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2186 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 86.00

内用薬 2149039F2194 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2208 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2216 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 86.00

内用薬 2149039F2224 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 86.00

内用薬 2149039F2232 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2240 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2259 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2267 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2275 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2283 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 86.00

内用薬 2149039F2291 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2305 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 86.00

内用薬 2149039F2313 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2321 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 86.00
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内用薬 2149039F2330 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2348 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F3034 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3042 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3050 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 129.00

内用薬 2149039F3069 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3077 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 129.00

内用薬 2149039F3085 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3093 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 129.00

内用薬 2149039F3107 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 129.00

内用薬 2149039F3115 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 129.00

内用薬 2149039F3123 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3131 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3140 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 129.00

内用薬 2149039F3158 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3166 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3174 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 129.00

内用薬 2149039F3182 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3190 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3204 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 129.00

内用薬 2149039F3212 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 129.00

内用薬 2149039F3220 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3239 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3247 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3255 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3263 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3271 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 129.00

内用薬 2149039F3280 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3298 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 129.00

内用薬 2149039F3301 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3310 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3328 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3336 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 129.00

内用薬 2171005F1319 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2171005F2137 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.10

内用薬 2171010F3061 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 アンギナール錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.70

内用薬 2171017F1052 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2171017F1060 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171017F1079 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランマート錠２．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171017F2156 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.00

内用薬 2171021F1237 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 15.10

内用薬 2171021F2250 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 22.60

内用薬 2171021F3221 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ1錠 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.30

内用薬 2171022F5040 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 52.20

内用薬 2171022F5059 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.00

内用薬 2171022F5067 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5075 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.00
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内用薬 2171022F6047 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.00

内用薬 2171022Q1089 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「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 16.60

内用薬 2171022Q2085 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「タナベ」 長生堂製薬 後発品 31.20

内用薬 2189011F2188 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 ラミアン錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 148.80

内用薬 2189011F3176 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 ラミアン錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 297.60

内用薬 2189015F1082 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1090 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1104 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1112 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1120 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 2189015F1139 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F2089 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2097 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2100 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2119 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2127 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 68.90

内用薬 2189015F2135 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 68.90

内用薬 2190005C1067 イフェンプロジル酒石酸塩 ４％１ｇ イフェンプロジル酒石酸塩細粒４％「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 9.00

内用薬 2190005F1276 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.40

内用薬 2190005F2175 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2233002Q1116 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「ＪＧ」 大興製薬 後発品 2.60

内用薬 2329021F1307 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 11.10

内用薬 2329022H1175 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 58.40

内用薬 2329022H2147 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 35.70

内用薬 2329122D1473 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ グロリアミン配合顆粒 サンド 後発品 6.20

内用薬 2344009F1078 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F2074 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F4042 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2399009F1157 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.30

内用薬 2399009F2129 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 62.40

内用薬 2399009F2137 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 50.90

内用薬 2399009F2145 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 58.40

内用薬 2590008F1131 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 37.10

内用薬 2590008F2138 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 64.30

内用薬 2590008N1195 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 31.80

内用薬 2590008N2191 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 55.90

内用薬 3179109M1082 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配
合剤

１カプセル シグマビタン配合カプセルＢ２５ 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 3399002F1265 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F1273 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.00

内用薬 3399002F2288 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.60

内用薬 3399002F2296 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 47.60

内用薬 3399005F1196 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 21.00

内用薬 3961007F2065 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリミラン錠２０ｍｇ 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961007F2073 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グルタミール錠２０ｍｇ メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F2081 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 ダイアグリコ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961008F3082 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3090 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 8.70
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内用薬 3961008F3104 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.70

内用薬 3961008F3112 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3120 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3139 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3147 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3155 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 8.70

内用薬 3969007F1210 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1229 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 33.60

内用薬 3969007F1237 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F1245 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 33.60

内用薬 3969007F1253 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F1261 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1270 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1288 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1296 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 33.60

内用薬 3969007F1300 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F2217 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2225 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 67.10

内用薬 3969007F2233 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F2241 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 67.10

内用薬 3969007F2250 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F2268 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2276 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2284 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2292 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 67.10

内用薬 3969007F2306 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F3108 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 33.60

内用薬 3969007F3116 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 54.70

内用薬 3969007F3124 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 47.00

内用薬 3969007F3132 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 33.60

内用薬 3969007F3140 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 33.60

内用薬 3969007F3159 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 43.10

内用薬 3969007F3167 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 33.60

内用薬 3969007F4104 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 67.10

内用薬 3969007F4112 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 95.20

内用薬 3969007F4120 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3969007F4139 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 67.10

内用薬 3969007F4147 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 67.10

内用薬 3969007F4155 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3969007F4163 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 67.10

内用薬 3999004M3099 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 67.90

内用薬 3999004M4095 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 151.70

内用薬 3999004M5091 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 244.40

内用薬 3999018F1110 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 53.30

内用薬 3999018F2117 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 422.70

内用薬 3999019F1166 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 63.90

内用薬 3999019F1174 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ｢サワイ｣ 沢井製薬 後発品 63.90
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内用薬 3999019F1182 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 63.90

内用薬 3999019F1190 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 63.90

内用薬 4291007F2036 トレミフェンクエン酸塩 ６０ｍｇ１錠 トレミフェン錠６０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 385.40

内用薬 4291012F1057 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 330.30

内用薬 4490014F1211 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 61.30

内用薬 4490014F2250 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 89.40

内用薬 4490027F2223 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 59.50

内用薬 4490027F2231 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 66.10

内用薬 6131001M1126 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル アモペニキシンカプセル１２５ ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6135001M1060 ホスホマイシンカルシウム水和
物

２５０ｍｇ１カプセル ホスホマイシンカルシウムカプセル２５０
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 16.70

内用薬 6135001M2148 ホスホマイシンカルシウム水和
物

５００ｍｇ１カプセル ホスホマイシンカルシウムカプセル５００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 27.10

内用薬 6135001R2170 ホスホマイシンカルシウム水和
物

４００ｍｇ１ｇ ホスホマイシンカルシウムドライシロップ
４０％「日医工」

日医工 後発品 23.30

内用薬 6219001H1072 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 28.70

内用薬 6219001H2052 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 アザスルファン腸溶錠２５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 17.10

内用薬 6219001H2060 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 18.50

内用薬 6241008F2135 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプキサノン錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 50.00

内用薬 6241013F1288 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 77.30

内用薬 6241013F1296 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ケミファ」 大興製薬 後発品 83.30

注射薬 1190401G1190 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 4,762

注射薬 1190401G1204 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,201

注射薬 1190401G1212 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「サ
ンド」

サンド 後発品 3,368

注射薬 2149400A1124 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ1管 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 92

注射薬 2149400A2147 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 229

注射薬 2329403D1084 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 340

注射薬 2391400G1164 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 2,421

注射薬 2391400G4058 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 2,421

注射薬 3334403A2194 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリン国
際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 757

注射薬 3999407D3109 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット１００「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 1,419

注射薬 3999411H1031 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 1,267

注射薬 3999411H7030 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 437

注射薬 3999411H8036 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 696

注射薬 6131403D1225 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 217

注射薬 6131403D2221 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 382

注射薬 6132401D1088 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 トキオ注射用０．２５ｇ イセイ 後発品 92

注射薬 6132401D2114 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 トキオ注射用０．５ｇ イセイ 後発品 102

注射薬 6132401D4184 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 トキオ注射用２ｇ イセイ 後発品 391

注射薬 6132408F3172 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 294

注射薬 6132408F4152 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム静注用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 588

注射薬 6132419F1119 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 382

注射薬 6132419F2131 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 503

注射薬 6134407A2101 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 85

注射薬 6134407A3094 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 108

注射薬 6135400F1116 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 143

注射薬 6135400F2210 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用１ｇ「日
医工」

日医工 後発品 197

注射薬 6135400F3224 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用２ｇ「日
医工」

日医工 後発品 269

注射薬 6139501D1087 イミペネム水和物・シラスタチン
ナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 イミスタン点滴静注用０．２５ｇ 日医工 後発品 771

注射薬 6290401A2222 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,141
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注射薬 6290401A3210 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,845

注射薬 7219415A1049 イオヘキソール ３０．２０％５０ｍＬ１瓶 イオベリン１４０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,372

注射薬 7219415A2045 イオヘキソール ３０．２０％２２０ｍＬ１瓶 イオベリン１４０注２２０ｍＬ テバ製薬 後発品 6,038

注射薬 7219415A3041 イオヘキソール ３８．８２％１０ｍＬ１瓶 イオベリン１８０注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 353

注射薬 7219415A4048 イオヘキソール ５１．７７％１０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 471

注射薬 7219415A5044 イオヘキソール ５１．７７％２０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 941

注射薬 7219415A6040 イオヘキソール ５１．７７％５０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 2,353

注射薬 7219415A7047 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 4,705

注射薬 7219415G1068 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ１筒 イオベリン２４０注シリンジ１００ｍＬ テバ製薬 後発品 4,917

注射薬 7219415H2086 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 イオヘキソール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,913

注射薬 7219415H7045 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１袋 イオヘキソール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,913

注射薬 7223401A1112 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 603

注射薬 7223401A2070 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 1,237

注射薬 7223401A3093 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 2,559

外用薬 1319720Q3175 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「わかも
と」

わかもと製薬 後発品 186.50

外用薬 1319720Q5119 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．３％「わか
もと」

わかもと製薬 後発品 10.90

外用薬 1319720Y2063 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 アイケア点眼液０．３％ 科研製薬 後発品 430.00

外用薬 1319746Q1100 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 96.30

外用薬 2259707S1179 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 18.00

外用薬 2259707S2175 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 29.80

外用薬 2259707S3171 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 41.80

外用薬 2399715X1031 メサラジン １ｇ１個 メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 554.40

外用薬 2646701N2178 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム０．
１２％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.00

外用薬 2646720M1098 プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス
テル軟膏０．３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.30

外用薬 2646720N1107 プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス
テルクリーム０．３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.30

外用薬 2646721M1092 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチ
ゾン

０．１％１ｇ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏
０．１％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 11.10

外用薬 2646722M1160 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 10.30

外用薬 2699709M1036 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 89.70

外用薬 2699709M1044 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 89.70

外用薬 2699709M1052 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 89.70

外用薬 2699709M1060 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 高田製薬 後発品 89.70

外用薬 8219700S5034 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6030 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7037 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8033 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9030 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 8,044.90
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内用薬 2171022F1428 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 13.50

内用薬 2171022F2424 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 23.10

内用薬 2325003B2126 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「日医工」 日医工 後発品 23.30

内用薬 2325003F3191 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.50

内用薬 2325003F4210 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 13.50

内用薬 6132002F1099 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 セファレキシン錠２５０「日医工」 日医工 後発品 10.70

内用薬 6132005C1231 セファクロル １００ｍｇ１ｇ セファクロル細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 10.50
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内用薬 6132005C2106 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ セファクロル細粒２０％「日医工」 日医工 後発品 19.80

内用薬 6152005F1087 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 塩酸ミノサイクリン錠５０「日医工」 日医工 後発品 14.90

内用薬 6152005M2082 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 塩酸ミノサイクリンカプセル１００「日医
工」

日医工 後発品 28.00

注射薬 4291403A1126 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 3,311

注射薬 4291403A2122 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7,834

注射薬 4291403A3129 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 19,646

注射薬 6131403D1217 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 149

注射薬 6131403D2213 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 244

注射薬 6132418F1130 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 セフタジジム静注用０．５ｇ「日医工」 日医工 後発品 482

注射薬 6132418F2153 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 セフタジジム静注用１ｇ「日医工」 日医工 後発品 652

外用薬 1329707Q1246 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」２８噴
霧用

日医工ファーマ 後発品 429.00

外用薬 1329707Q3192 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」５６噴
霧用

日医工ファーマ 後発品 968.10

外用薬 2260701F1352 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 日医工 後発品 2.00

外用薬 2612701Q3423 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード液１０％「日医工」 日医工 後発品 12.20

外用薬 2619700Q1265 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール液０．１％「日医工」 日医工 後発品 7.20

外用薬 2619702Q3224 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「日医
工」

日医工 後発品 9.30

外用薬 2619716Q1223 アルキルジアミノエチルグリシ
ン塩酸塩

１０％１０ｍＬ 両性石ケン液１０％「日医工」 日医工 後発品 7.90

外用薬 2619819X1157 チオ硫酸ナトリウム水和物・エ
タノール

１０ｍＬ ハイポエタノール消毒液２％「日医工」 日医工 後発品 7.90
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内用薬 2171022F3293 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2171022F4290 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 28.00

内用薬 2171022Q1070 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」 大正薬品工業 後発品 17.90

内用薬 2171022Q2077 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「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 33.70

内用薬 3961008F1349 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 10.30

内用薬 3961008F2345 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 24.40

内用薬 4291009F1250 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 456.00

内用薬 4490027F1197 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 66.10

注射薬 2413400D3127 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ７５単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」７５注用 大正薬品工業 後発品 1,585

注射薬 2413400D5049 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １００単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」１００注用 大正薬品工業 後発品 1,971

注射薬 2413400D4107 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」１５０注用 大正薬品工業 後発品 2,268

注射薬 1190401G1182 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 3,368

注射薬 4291403A1118 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 3,311

注射薬 4291403A2114 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 7,834

注射薬 4291403A3110 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 16,978

注射薬 4224403D1111 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 3,169

注射薬 4224403D2118 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 12,618

外用薬 1319739Q1282 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 512.00
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内用薬 1124003F2281 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.40

内用薬 1124003F2290 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.40

内用薬 1124007F1143 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F2247 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.10

内用薬 1124009F2084 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1124022F1083 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00

内用薬 1124022F2110 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1124026F1324 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1129009F3060 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 26.90

内用薬 1129009F4067 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 42.80

内用薬 1139004G1067 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠１００ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 8.10

内用薬 1139005B1056 ゾニサミド ２０％１ｇ ゾニサミド散２０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.90

内用薬 1139005F1040 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 20.90

内用薬 1149019F1633 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1149029F1157 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 11.50

内用薬 1169002B1116 トリヘキシフェニジル塩酸塩 １％１ｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩散１％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 19.80

内用薬 1169012F1200 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F2207 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 101.30

内用薬 1179020F1244 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179020F2100 ハロペリドール １ｍｇ１錠 ハロペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179020F3298 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179020F4073 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 ハロペリドール錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1179020F5142 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 ハロペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1179041F1327 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F2323 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F3311 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 36.20

内用薬 1190004F1161 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1190011F1030 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 1,106.00

内用薬 1190012F1310 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 167.00

内用薬 1190012F2316 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 249.20

内用薬 1190012F3320 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 167.00

内用薬 1190012F4327 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 249.20

内用薬 1190012F5030 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 429.00

内用薬 1190012F5048 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5056 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5064 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 429.00
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内用薬 1190012F5072 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 429.00

内用薬 1190012F5080 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5099 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 386.10

内用薬 1190012F5102 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 429.00

内用薬 1190012F5110 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5129 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5137 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 429.00

内用薬 1190012F5145 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5153 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5161 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 429.00

内用薬 1190012F5170 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5188 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5196 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5200 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5218 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5226 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5234 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 429.00

内用薬 1190012F5242 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 429.00

内用薬 1190012F5250 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 429.00

内用薬 1190012F5269 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 429.00

内用薬 1190012F6036 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6044 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6052 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6060 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 429.00

内用薬 1190012F6079 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6087 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6095 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 386.10

内用薬 1190012F6109 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 429.00

内用薬 1190012F6117 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6125 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 429.00

内用薬 1190012F6133 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6141 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6150 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6168 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 429.00

内用薬 1190012F6176 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6184 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6192 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6206 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 429.00

内用薬 1190012F6214 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6222 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6230 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 429.00
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内用薬 1190012F6249 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 429.00

内用薬 1190012F6257 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 429.00

内用薬 1190012F6265 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 429.00

内用薬 1190012F6273 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 429.00

内用薬 1190012F6281 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「モチダ」 ダイト 後発品 429.00

内用薬 1190012F6290 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

救急薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012Q3038 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 441.80

内用薬 1190012Q3046 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 441.80

内用薬 1190012S1032 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 149.80

内用薬 1190012S2039 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 223.50

内用薬 1190012S3027 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 384.70

内用薬 1190012S3035 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 384.70

内用薬 1219003D1042 ピペリジノアセチルアミノ安息
香酸エチル

２０％１ｇ ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル
顆粒２０％「日医工」

日医工 後発品 6.20

内用薬 1219003F1060 ピペリジノアセチルアミノ安息
香酸エチル

１００ｍｇ１錠 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル
錠１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 1231009F1100 メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠 メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1231013D1083 チキジウム臭化物 ２％１ｇ チキジウム臭化物顆粒２％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 11.80

内用薬 1231013M1083 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 1231013M1091 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80

内用薬 1231013M2195 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.90

内用薬 1231013M2209 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.90

内用薬 1249009F1414 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 1249009F1422 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1249010F1271 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 1249010F1280 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 1249010F1298 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1339002F1500 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1339005F1458 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 1339005F2225 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2119003F2634 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2119003M1289 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2119004F1055 デノパミン ５ｍｇ１錠 デノパミン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.20

内用薬 2119004F2051 デノパミン １０ｍｇ１錠 デノパミン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.70

内用薬 2119006F3022 ピモベンダン ０．６２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠０．６２５ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 後発品 40.40

内用薬 2123005F1265 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2123009F3649 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.60

内用薬 2123009F3657 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2123011F1317 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 13.40

内用薬 2123011F2577 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.80

内用薬 2123016F1123 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 28.50

内用薬 2123016F1131 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 18.30

内用薬 2123016F2200 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 54.10
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内用薬 2123016F2219 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 24.80

内用薬 2123016F3045 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ウェルビー錠０．６２５ｍｇ サンド 後発品 9.60

内用薬 2123016F3053 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2123016F3061 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2123016F3070 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2123016F3088 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 10.00

内用薬 2123016F3096 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 9.60

内用薬 2132004F1103 ヒドロクロロチアジド ２５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2132004F2037 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2132004F3025 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジドＯＤ錠１２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2133001F1620 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 15.20

内用薬 2133001F1638 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2144001F1259 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2144002F1300 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 10.50

内用薬 2144002F2357 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 14.40

内用薬 2144002F3272 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 21.80

内用薬 2144011F1074 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.20

内用薬 2144011F1082 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.80

内用薬 2144011F2070 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2144011F2089 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.70

内用薬 2144012F1095 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 41.40

内用薬 2144012F2091 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 72.20

内用薬 2149009F1081 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10

内用薬 2149009F2070 ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2149010F1165 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 2149010F1173 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2149010F2234 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 2149010F2242 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2149022F1087 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 ニルバジピン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2149022F2105 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 16.30

内用薬 2149026F1182 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.10

内用薬 2149026F1190 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.20

内用薬 2149026F2227 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 10.00

内用薬 2149026F2235 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 16.00

内用薬 2149026F3223 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 17.10

内用薬 2149026F3231 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.40

内用薬 2149026F4181 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 28.90

内用薬 2149026F4190 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 64.50

内用薬 2149027F1144 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90

内用薬 2149027F2167 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 14.80

内用薬 2149027F3163 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 25.50
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内用薬 2149031F1078 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 21.80

内用薬 2149031F2082 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 32.80

内用薬 2171006F1356 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2171006F1364 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171006F2158 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.30

内用薬 2171006F2166 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.30

内用薬 2171012F1220 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171012F2390 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171014M1163 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171014M2305 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171019F1108 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.50

内用薬 2171019F2082 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.10

内用薬 2171020F1232 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 ニトレンジピン錠５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 8.70

内用薬 2171022F3315 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 15.80

内用薬 2171022F4311 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 28.00

内用薬 2171022F6160 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 34.70

内用薬 2171022F6179 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 56.40

内用薬 2171022F6187 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 63.00

内用薬 2171022F6195 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 49.60

内用薬 2171022F6209 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.00

内用薬 2171022F6217 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 大興製薬 後発品 52.20

内用薬 2171022F6225 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F6233 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 49.60

内用薬 2171022F6241 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 46.40

内用薬 2171022F6250 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 52.20

内用薬 2171022Q1097 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「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 16.60

内用薬 2171022Q2093 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「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 31.20

内用薬 2171023F1082 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171023F2127 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.80

内用薬 2183005G2150 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 6.30

内用薬 2183005G2168 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2189010F1390 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＥＥ」 サンノーバ 後発品 26.90

内用薬 2189010F1403 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 19.20

内用薬 2189010F1411 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 19.20

内用薬 2189010F2418 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 サンノーバ 後発品 47.90

内用薬 2189010F2426 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 32.80

内用薬 2189010F2434 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 38.00

内用薬 2189011F1254 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 46.00

内用薬 2189011F1262 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 35.70

内用薬 2189011F2226 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 71.30

内用薬 2189011F3206 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 218.50
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内用薬 2189015F1228 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 36.10

内用薬 2189015F2224 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 68.90

内用薬 2189015F3026 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 40.10

内用薬 2189015F4022 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 76.50

内用薬 2189016F1036 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1044 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1052 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 39.80

内用薬 2189016F1060 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1079 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.80

内用薬 2189016F1087 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.80

内用薬 2189016F1095 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.80

内用薬 2189016F1109 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 39.80

内用薬 2189016F1117 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1125 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1133 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1141 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 39.80

内用薬 2189016F1150 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 39.80

内用薬 2189016F1168 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1176 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1184 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.80

内用薬 2189016F1192 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 39.80

内用薬 2189016F1206 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 39.80

内用薬 2189016F1214 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 39.80

内用薬 2189016F1222 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1230 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 39.80

内用薬 2189016F1249 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1257 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 39.80

内用薬 2189016F1265 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F2032 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2040 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2059 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 75.50

内用薬 2189016F2067 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2075 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 75.50

内用薬 2189016F2083 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 75.50

内用薬 2189016F2091 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 75.50

内用薬 2189016F2105 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 75.50

内用薬 2189016F2113 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2121 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2130 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2148 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 75.50

内用薬 2189016F2156 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 75.50
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内用薬 2189016F2164 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2172 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2180 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 75.50

内用薬 2189016F2199 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 75.50

内用薬 2189016F2202 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 75.50

内用薬 2189016F2210 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 75.50

内用薬 2189016F2229 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2237 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 75.50

内用薬 2189016F2245 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2253 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 75.50

内用薬 2189016F2261 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F3039 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3047 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3055 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 143.20

内用薬 2189016F3063 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3071 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 143.20

内用薬 2189016F3080 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 143.20

内用薬 2189016F3098 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 143.20

内用薬 2189016F3101 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 143.20

内用薬 2189016F3110 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 143.20

内用薬 2189016F3128 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 143.20

内用薬 2189016F3136 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 143.20

内用薬 2189016F4035 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.80

内用薬 2189016F5031 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 75.50

内用薬 2190005F1292 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.40

内用薬 2190005F1306 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2190005F2191 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190005F2205 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2190006M1202 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

１００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル１００ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 2190006M2225 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル２００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2190018F2156 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１ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190018F3179 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２ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190021F1453 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60

内用薬 2190021F1461 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 9.60

内用薬 2190022F1202 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錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 11.40

内用薬 2223001B1252 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１
０％「日医工」

日医工 後発品 9.10

内用薬 2223001F2137 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１
５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2233002F1301 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F2120 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 7.90

内用薬 2233002Q1132 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％「テ
バ」

テバ製薬 後発品 2.60

内用薬 2234001F1347 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.00
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内用薬 2234001F1355 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.00

内用薬 2234001Q1127 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％
「イセイ」

イセイ 後発品 1.40

内用薬 2239001F1750 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「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2239001F1769 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「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2239001N1160 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４
５ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 37.90

内用薬 2239001Q1182 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％「トーワ」

東和薬品 後発品 5.10

内用薬 2239001S1139 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０．７５％
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 6.20

内用薬 2251001F1089 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2251001F1097 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2252006R2049 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．５％１ｇ フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小児用
０．５％「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 36.20

内用薬 2254001F1102 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 2259002R1118 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％
「タカタ」

高田製薬 後発品 9.00

内用薬 2259004F1161 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2322001D1316 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒９９％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.20

内用薬 2323001D3073 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

１％１ｇ アズレン顆粒１％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2323001F1250 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

２ｍｇ１錠 アズレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2325001F1556 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2325001F1564 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2325001F2250 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン錠４００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 7.00

内用薬 2325002F1267 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.70

内用薬 2325002F1275 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.70

内用薬 2325002F2182 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 2325002F2190 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.40

内用薬 2325003F1318 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60

内用薬 2325003F1326 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 2325005F1040 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.40

内用薬 2325005M1162 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 26.80

内用薬 2325005M2118 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 2325005M2126 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 16.60

内用薬 2329008C1135 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329008D1181 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「日医工」 日医工 後発品 6.20

内用薬 2329008S1121 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「日医工」 日医工 後発品 2.90

内用薬 2329022H1205 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 64.80

内用薬 2329022H2171 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 40.00

内用薬 2354003F2359 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 5.00

内用薬 2354003F2367 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00

内用薬 2354003F2375 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.00

内用薬 2359005S1291 ピコスルファートナトリウム水和
物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 9.90

内用薬 2362001F1126 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.00

内用薬 2362001F1134 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2362001F2238 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 6.20
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内用薬 2362001F2246 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 5.80

内用薬 2399004C1107 メトクロプラミド ２％１ｇ メトクロプラミド細粒２％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2399004F1235 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F1213 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F1221 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2399005F2333 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F2341 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2399006C1190 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 7.20

内用薬 2399006F1544 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399006F1552 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2478001G1160 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍ
ｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 64.10

内用薬 2491001F5188 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2491001F5196 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2491001F6206 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.80

内用薬 2491001F6214 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2491001F6222 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2590002F1509 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「フ
ソー」

ダイト 後発品 10.40

内用薬 2590005F3157 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 4.50

内用薬 2590005F3165 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2590008F1166 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 41.80

内用薬 2590008F2162 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 89.70

内用薬 2590008N1217 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 28.10

内用薬 2590008N2213 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 48.20

内用薬 3112001M1275 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「ＥＥ」

サンノーバ 後発品 6.50

内用薬 3112001M1283 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 6.50

内用薬 3112001M1291 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3112001M1305 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3112001M2344 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「ＥＥ」

サンノーバ 後発品 9.90

内用薬 3112001M2352 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 9.90

内用薬 3112001M3332 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１μｇ「Ｅ
Ｅ」

サンノーバ 後発品 19.30

内用薬 3112001M3340 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１μｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 19.30

内用薬 3112001M4231 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３μｇ「Ｅ
Ｅ」

サンノーバ 後発品 63.70

内用薬 3112001M4240 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３μｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 52.80

内用薬 3112004M1180 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 8.40

内用薬 3122008F1053 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3131002D1151 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル顆粒１０％「イ
セイ」

イセイ 後発品 6.20

内用薬 3131002F1322 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 5.40

内用薬 3133001B1215 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン散２０％「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.20

内用薬 3136004F1093 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン錠２５０μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3136004F2243 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3136004F2251 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60
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内用薬 3160002M2176 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 20.90

内用薬 3222013F1149 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3321002F2420 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 3327002F1185 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「三恵」 三恵薬品 後発品 6.30

内用薬 3399004M1360 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 14.70

内用薬 3399005F1250 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＡＦＰ」 シオノケミカル 後発品 46.20

内用薬 3399005F1269 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.80

内用薬 3399005F2087 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 60.60

内用薬 3919300F1203 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 肝臓加水分解物腸溶錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 3943001F1616 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3943001F2272 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3961007F1220 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961007F2111 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961008F4097 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.30

内用薬 3961008F5093 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.40

内用薬 3961008F6081 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 3969003F1123 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 13.20

内用薬 3969003F2120 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 23.40

内用薬 3999003F1343 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「フ
ソー」

ダイト 後発品 22.30

内用薬 3999008F1419 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.50

内用薬 3999008F1427 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 8.30

内用薬 3999013F1320 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 43.70

内用薬 3999013F1339 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 43.70

内用薬 3999014F1023 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 325.70

内用薬 3999014F1031 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 325.70

内用薬 3999014F2020 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 575.30

内用薬 3999014F2038 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 575.30

内用薬 3999014F3026 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠１．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 802.50

内用薬 3999014F4022 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 タクロリムス錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 1,417.50

内用薬 3999014F5029 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 2,156.10

内用薬 3999014F5037 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,156.10

内用薬 3999017M1034 ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０
ｍｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 207.80

内用薬 3999017M1042 ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０
ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 207.80

内用薬 3999018F1153 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 48.00

内用薬 3999018F2150 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 380.40

内用薬 4229101M1068 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンエヌピー配合カプセルＴ２０ ニプロ 後発品 430.00

内用薬 4229101M1076 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンメイジ配合カプセルＴ２０ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 430.00

内用薬 4229101M1084 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テノックス配合カプセルＴ２０ あすか製薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M1092 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テメラール配合カプセルＴ２０ 共和薬品工業 後発品 430.00

内用薬 4229101M2064 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンエヌピー配合カプセルＴ２５ ニプロ 後発品 517.30

内用薬 4229101M2072 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンメイジ配合カプセルＴ２５ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 517.30
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内用薬 4229101M2080 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テノックス配合カプセルＴ２５ あすか製薬 後発品 517.30

内用薬 4229101M2099 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テメラール配合カプセルＴ２５ 共和薬品工業 後発品 517.30

内用薬 4291011F1036 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1044 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1052 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1060 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 後発品 1,842.40

内用薬 4413004F1286 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 4419002Q1125 ｄ－クロルフェニラミンマレイン
酸塩

０．０４％１０ｍＬ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロッ
プ０．０４％「トーワ」

東和薬品 後発品 12.40

内用薬 4419006F1416 ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 4490003R1317 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ケトチフェンドライシロップ小児用０．１％
「フソー」

ダイト 後発品 18.10

内用薬 4490004F1102 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 4490004F1110 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 4490005F1573 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 21.70

内用薬 4490014F1262 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 24.00

内用薬 4490014F2307 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 37.90

内用薬 4490016M1082 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 36.40

内用薬 4490016M2089 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 36.40

内用薬 4490020R1043 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％
「日医工」

日医工 後発品 162.60

内用薬 4490023F1253 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1261 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 45.40

内用薬 4490023F1270 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F1288 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F2250 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2268 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 35.40

内用薬 4490023F2276 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023F2284 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023F3078 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3086 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド　エーザイ 後発品 52.90

内用薬 4490023F3094 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 52.90

内用薬 4490023F3108 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F4058 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F4066 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023R1020 フェキソフェナジン塩酸塩 ６％１ｇ フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 99.20

内用薬 4490025F1287 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 28.40

内用薬 4490025F2283 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 36.10

内用薬 6132002R4094 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ セファレキシンドライシロップ小児用５
０％「日医工」

日医工 後発品 22.20

内用薬 6132005M1229 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 23.40

内用薬 6132005M1237 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.40

内用薬 6132009C1108 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ セフテラムピボキシル細粒小児用１０％
「日医工」

日医工 後発品 61.80

内用薬 6132011F1101 セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 42.50

内用薬 6132011F1110 セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 48.20
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内用薬 6132013C1147 セフジニル １００ｍｇ１ｇ セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 62.30

内用薬 6132013M1126 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 37.20

内用薬 6132013M2149 セフジニル １００ｍｇ１カプセル セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 41.80

内用薬 6149002F1169 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 26.90

内用薬 6149004C1048 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 216.00

内用薬 6149004C1056 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 216.00

内用薬 6149004C1064 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 216.00

内用薬 6149004C1072 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒１０％小児用「ＫＮ」 小林化工 後発品 216.00

内用薬 6149004C1080 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカ
タ」

高田製薬 後発品 216.00

内用薬 6149004F1036 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 全星薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1044 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1052 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1060 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 162.80

内用薬 6149004F1079 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 162.80

内用薬 6149004F1087 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 162.80

内用薬 6149004F1095 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 162.80

内用薬 6149004F1109 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 162.80

内用薬 6149004F1117 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1125 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1133 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 162.80

内用薬 6149004F1141 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1150 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1168 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 162.80

内用薬 6149004F1176 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 162.80

内用薬 6149004F1184 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F3020 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１錠 アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 148.50

内用薬 6149004F4027 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 325.60

内用薬 6149004F4035 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 325.60

内用薬 6149004M1035 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 148.50

内用薬 6149004M1043 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 148.50

内用薬 6149004M1051 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 148.50

内用薬 6152005D1108 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.00

内用薬 6152005F1095 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.10

内用薬 6152005F1109 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.10

内用薬 6152005F2113 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.10

内用薬 6152005F2121 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 30.10

内用薬 6219001H1080 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 31.00

内用薬 6219001H2079 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 18.50

内用薬 6241006F1156 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 20.80

内用薬 6241008F1120 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 12.90

内用薬 6241008F1139 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 43.30
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内用薬 6241008F2160 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 50.00

内用薬 6250002D1199 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル顆粒４０％「トーワ」 東和薬品 後発品 117.60

内用薬 6250002F1262 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.60

内用薬 6250002F2269 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル錠４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 91.00

内用薬 6250019D1038 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 323.80

内用薬 6250019D1046 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「トーワ」 東和薬品 後発品 323.80

内用薬 6250019D1054 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「日医工」 日医工 後発品 323.80

内用薬 6250019D1062 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 323.80

内用薬 6250019F1039 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1047 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1055 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1063 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1071 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 268.90

内用薬 6250019F1080 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1098 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 268.90

内用薬 6250019F1101 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 268.90

内用薬 6250019F1110 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 268.90

内用薬 6250019F1128 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1136 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1144 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 268.90

内用薬 6250019F1152 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 268.90

内用薬 6250019F1160 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 268.90

内用薬 6250019F1179 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1187 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「オーハラ」 エール薬品 後発品 268.90

内用薬 6250019F1195 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 268.90

内用薬 6250019F1209 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1217 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1225 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1233 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1241 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 268.90

内用薬 6250019F1250 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1268 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1276 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 268.90

内用薬 6250019F1284 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 268.90

内用薬 6250019F1292 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓器」 東洋カプセル 後発品 268.90

内用薬 6250019F1306 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 268.90

内用薬 6250019F1314 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 268.90

内用薬 6250019F1322 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F2027 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１包 バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 持田製薬 後発品 313.70

内用薬 6290005F1296 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 110.40

内用薬 6419001F1048 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 チニダゾール錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 44.70
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内用薬 6419001F2044 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 チニダゾール錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 121.60

内用薬 8119002N1023 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 帝國製薬 後発品 103.30

内用薬 8119002N2020 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 190.20

内用薬 8119002N3026 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 350.00

内用薬 8119002N4022 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 644.40

注射薬 1242401A1366 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 56

注射薬 2119404A1212 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 301

注射薬 2190406G1074 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アリプロスト注シリンジ５μｇ 富士製薬工業 後発品 1,869

注射薬 2190406G2097 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アリプロスト注シリンジ１０μｇ 富士製薬工業 後発品 2,234

注射薬 2325400A1220 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注射液２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56

注射薬 2391400A3180 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 1,563

注射薬 2391400A4187 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 2,400

注射薬 2399401A1130 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 56

注射薬 2499407G1038 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．
８８ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 20,840

注射薬 2499407G1046 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．
８８ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 20,840

注射薬 2499407G2034 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．
７５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 29,519

注射薬 2499407G2042 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．
７５ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 29,519

注射薬 3136403A1221 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 56

注射薬 3234401G1030 キシリトール ２０％２０ｍＬ１筒 キシリトール注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 197

注射薬 3319534A4178 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン輸液「ＮＰ」 ニプロ 後発品 155

注射薬 3319534A4186 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 155

注射薬 3319534A6138 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 273

注射薬 3334400A3049 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１瓶 ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 733

注射薬 3334400A5041 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位２０ｍＬ１瓶 ヘパリンＣａ注射液２万単位／２０ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 607

注射薬 3334400A6072 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍＬ１瓶 ヘパリンＣａ注射液５万単位／５０ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 1,325

注射薬 3334400A7044 ヘパリンカルシウム １００，０００単位１００ｍＬ１
瓶

ヘパリンＣａ注射液１０万単位／１００ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,933

注射薬 3999407D1238 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 252

注射薬 3999407D2242 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 691

注射薬 3999408A1279 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 344

注射薬 3999408G1409 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「ＡＦＰ」

シオノケミカル 後発品 448

注射薬 4224401A7033 シタラビン １ｇ１瓶 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 8,403

注射薬 4224401A8021 シタラビン ４００ｍｇ１瓶 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 3,796

注射薬 4224403D1120 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 2,596

注射薬 4224403D2126 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 12,618

注射薬 4240405A1053 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解
液付）

ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A2050 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液
付）

ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 43,164

注射薬 4240405A3030 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

大興製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A3048 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ケ
ミファ」

ナガセ医薬品 後発品 12,552

注射薬 4240405A3056 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A3064 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ
「トーワ」

東和薬品 後発品 12,552

注射薬 4240405A4036 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

大興製薬 後発品 43,164
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注射薬 4240405A4044 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ケ
ミファ」

ナガセ医薬品 後発品 43,164

注射薬 4240405A4052 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 43,164

注射薬 4240405A4060 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ
「トーワ」

東和薬品 後発品 43,164

注射薬 4240405A5032 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ
「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 12,552

注射薬 4240405A6039 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ
「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 43,164

注射薬 4240405A7027 ドセタキセル水和物 １２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液１２０ｍｇ／１２
ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 61,946

注射薬 6112400A1084 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注３００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 99

注射薬 6112400A3117 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注６００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 99

注射薬 6112401A1151 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注３００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 188

注射薬 6112401A2166 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注６００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 270

注射薬 6123404A1116 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 437

注射薬 6123404A2090 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 887

注射薬 6131403D1233 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 194

注射薬 6131403D1241 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注用１ｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 185

注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 297

注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注用２ｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 321

注射薬 6132419F1143 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 382

注射薬 6132419F2166 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 444

注射薬 6139500F1121 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 ワイスタール配合静注用０．５ｇ ニプロ 後発品 362

注射薬 6139500F2179 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ワイスタール配合静注用１ｇ ニプロ 後発品 422

注射薬 6139500G1089 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ ニプロ 後発品 721

注射薬 6152401F1146 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 188

注射薬 6250401A1077 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 872

注射薬 6250401F1244 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 872

注射薬 6290401A4080 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,475

注射薬 6290401A5086 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール静注２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 4,308

注射薬 6290401A6058 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,475

注射薬 7219412A9097 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412G1064 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,548

注射薬 7219412G2095 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 3,375

注射薬 7219412G6074 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 4,326

注射薬 7219415A8078 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 796

注射薬 7219415A9082 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,289

注射薬 7219415G9034 イオヘキソール ６４．７１％１１０ｍＬ１筒 イオパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 7,525

注射薬 7219415H1098 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 3,483

注射薬 7219415H2094 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 イオベリン３００注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 5,465

注射薬 7219415H3074 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,795

注射薬 7219415H4070 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 4,178

注射薬 7219415H5077 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 6,861

注射薬 7219415H7053 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１袋 イオヘキソール３００注バッグ１００ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 5,913

注射薬 7223401A1120 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩注０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 502
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外用薬 1141700J3153 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1149700J1108 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1149700J2104 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 22.00

外用薬 1319701Q3032 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液１％「わ
かもと」

わかもと製薬 後発品 281.80

外用薬 1319701Q4039 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わ
かもと」

わかもと製薬 後発品 398.30

外用薬 1319702Q3045 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 364.60

外用薬 1319702Q3053 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 364.60

外用薬 1319702Q3061 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ニットー」 東亜薬品 後発品 364.60

外用薬 1319702Q4041 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 525.70

外用薬 1319702Q4050 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 525.70

外用薬 1319702Q4068 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ニットー」 東亜薬品 後発品 525.70

外用薬 1319722Q1201 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 43.00

外用薬 1319722Q1210 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「日医工」 日医工 後発品 53.10

外用薬 1319722Q1228 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 43.00

外用薬 1319730Q1338 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 296.90

外用薬 1319730Q1346 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「日医工」 日医工 後発品 242.30

外用薬 1319743Q1041 ブロムフェナクナトリウム水和
物

０．１％１ｍＬ ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 78.10

外用薬 1329705Q1310 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ケトチフェン点鼻液０．０５％「サワイ」 沢井製薬 後発品 384.50

外用薬 1329707Q4024 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

８．１６ｍｇ１６ｍＬ１瓶 フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 日本臓器製薬 後発品 2,162.30

外用薬 2259707S1195 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 28.20

外用薬 2259707S2191 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.90

外用薬 2259707S3198 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 54.60

外用薬 2260700C1149 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

０．４％１ｇ アズレン含嗽用顆粒０．４％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.90

外用薬 2399709E1043 セチルピリジニウム塩化物水
和物

２ｍｇ１錠 セチルピリジニウム塩化物トローチ２ｍｇ
「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.60

外用薬 2529706H1050 チニダゾール ２００ｍｇ１個 チニダゾール腟錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 51.20

外用薬 2559808M1039 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン １ｇ ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ製薬 後発品 18.00

外用薬 2612701Q3431 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 14.60

外用薬 2612701Q5027 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ１管 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケー
タ「オーツカ」１０ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 10.50

外用薬 2612701Q6023 ポビドンヨード １０％２５ｍＬ１管 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケー
タ「オーツカ」２５ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 16.80

外用薬 2619702Q1272 クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液
ＥＷ０．５％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 6.30

外用薬 2619716Q1231 アルキルジアミノエチルグリシ
ン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩
消毒用液１０％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 7.30

外用薬 2639700N1067 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 東和薬品 後発品 31.80

外用薬 2639700Q1063 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジフロキサシンローション１％「トーワ」 東和薬品 後発品 31.80

外用薬 2649950M1178 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ゲル０．３％「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.60

外用薬 2655700N1192 クロトリマゾール １％１ｇ クロトリマゾールクリーム１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 6.90

外用薬 2655708N1288 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 10.80

外用薬 2655708N1296 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.40

外用薬 2659708N1090 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 東和薬品 後発品 30.80

外用薬 2659708Q1070 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」 東和薬品 後発品 30.80

外用薬 2659710N1209 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 19.30

外用薬 2659710Q1108 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩外用液１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 19.30
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外用薬 2669701N1079 尿素 １０％１ｇ アセチロールクリーム１０％ ポーラファルマ 後発品 5.70

外用薬 2669701N1087 尿素 １０％１ｇ ベギンクリーム１０％ 藤永製薬 後発品 5.70

外用薬 2669701N2075 尿素 ２０％１ｇ アセチロールクリーム２０％ ポーラファルマ 後発品 5.70

外用薬 2669701N2083 尿素 ２０％１ｇ ベギンクリーム２０％ 藤永製薬 後発品 5.70

外用薬 3339950M1145 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテン油性クリーム０．３％ 日医工 後発品 10.80

外用薬 3339950N1051 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.80

外用薬 3339950N1060 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 8.80

外用薬 3339950Q1090 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ローション０．３％「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 8.80

外用薬 3339950R1096 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 20.20

外用薬 6250701M1078 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル軟膏５％「トーワ」 東和薬品 後発品 161.50

外用薬 8219700S5050 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6057 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7053 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8050 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「テ
ルモ」

帝國製薬 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9056 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「テ
ルモ」

帝國製薬 後発品 8,044.90

平成２５年９月２日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 6149002F1150 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 31.60

平成２５年８月１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 1179038S2060 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１包 リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 32.00

注射薬 1179038S3067 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 リスペリドン内用液１ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 57.80

注射薬 1179038S4063 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 リスペリドン内用液２ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 104.50

注射薬 1179038S5051 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 リスペリドン内用液３ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 150.90

平成２５年７月１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 3211002F1040 乳酸カルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 5.60

注射薬 3334400A4045 ヘパリンカルシウム １０，０００単位１０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム注１万単位／１０ｍＬ
「ＡＹ」

エイワイファーマ 後発品 375

注射薬 3334400A6064 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム注５万単位／５０ｍＬ
「ＡＹ」

エイワイファーマ 後発品 1,032

注射薬 6132419F1135 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 382

注射薬 6132419F2158 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 444

平成２５年６月２１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 1124003F2273 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.40
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内用薬 1124003F3164 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F1127 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F1135 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1124007F2220 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F2239 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1124009F1320 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 7.60

内用薬 1124009F1339 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1124009F1347 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.60

内用薬 1124009F1355 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7.60

内用薬 1124009F3030 ブロチゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.60

内用薬 1124013C1061 オキサゾラム １０％１ｇ オキサゾラム細粒１０％「イセイ」 イセイ 後発品 10.70

内用薬 1124017F2216 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124017F4219 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124017F5096 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 ジアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124026F1316 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1124029F1123 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.20

内用薬 1124029F2090 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.80

内用薬 1129007F1115 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.80

内用薬 1129007F1123 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 1129007F2090 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.80

内用薬 1129007F2103 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.00

内用薬 1139004G1059 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.10

内用薬 1139004G2071 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 12.70

内用薬 1139004Q1119 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医
工」

日医工 後発品 6.50

内用薬 1147002F1617 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 1147002F1625 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1147002N1190 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7.70

内用薬 1149019C1173 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.60

内用薬 1149019F1609 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.80

内用薬 1149019F1617 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 6.10

内用薬 1149019F1625 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10

内用薬 1149029F1149 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 1149032F1124 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 10.50

内用薬 1149032F2163 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.40

内用薬 1169005F1260 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「フソー」 ダイト 後発品 48.60

内用薬 1169012F1030 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＡＡ」

あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1049 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1057 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド エーザイ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1065 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＦＦＰ」

富士フイルムファーマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1073 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 29.60

内用薬 1169012F1081 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 29.60
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内用薬 1169012F1090 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 29.60

内用薬 1169012F1103 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 29.60

内用薬 1169012F1111 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 29.60

内用薬 1169012F1120 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 29.60

内用薬 1169012F1138 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 29.60

内用薬 1169012F1146 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ザイダス」

ザイダスファーマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1154 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1162 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1170 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 29.60

内用薬 1169012F1189 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 29.60

内用薬 1169012F1197 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F2037 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2045 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2053 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2061 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2070 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 101.30

内用薬 1169012F2088 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2096 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 101.30

内用薬 1169012F2100 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 101.30

内用薬 1169012F2118 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 101.30

内用薬 1169012F2126 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 101.30

内用薬 1169012F2134 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 101.30

内用薬 1169012F2142 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ザイ
ダス」

ザイダスファーマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2150 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2169 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2177 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 101.30

内用薬 1169012F2185 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 101.30

内用薬 1169012F2193 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F3025 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 29.60

内用薬 1169012F4021 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 101.30

内用薬 1169101F1170 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ１００ ダイト 後発品 14.20

内用薬 1169101F3033 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ５０ ダイト 後発品 7.00

内用薬 1179012F1169 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179012F1177 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1179012F2092 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.30

内用薬 1179012F2106 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 9.30

内用薬 1179019F1071 ヒドロキシジンパモ酸塩 ２５ｍｇ１錠 ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 1179025F1271 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.00

内用薬 1179025F1280 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.00

内用薬 1179025F1298 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.00

内用薬 1179025F1301 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
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内用薬 1179025F2235 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.30

内用薬 1179025F2243 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 1179025F2251 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 1179025F2260 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 1179025F3037 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.80

内用薬 1179028C1104 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.70

内用薬 1179028F1097 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179028F2140 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.60

内用薬 1179028F3073 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠６ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 19.20

内用薬 1179034F1068 セチプチリンマレイン酸塩 １ｍｇ１錠 セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 1179038F5070 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 21.90

内用薬 1179038F6076 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 39.60

内用薬 1179038F7064 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.70

内用薬 1179038F7072 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 12.20

内用薬 1179038F8052 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 35.00

内用薬 1179038F8060 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 57.40

内用薬 1179041F1319 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F2315 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F3265 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3273 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 36.20

内用薬 1179041F3281 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3290 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3303 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F6027 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.20

内用薬 1179042F5041 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 48.00

内用薬 1190004C1106 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 22.80

内用薬 1190004F1145 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.80

内用薬 1190004F1153 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1190004F2133 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.40

内用薬 1190014F2048 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 781.10

内用薬 1190014F2056 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 781.10

内用薬 1222001F1112 クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠 クロルゾキサゾン錠２００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.40

内用薬 1225001F1149 クロルフェネシンカルバミン酸
エステル

１２５ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠
１２５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1225001F2277 クロルフェネシンカルバミン酸
エステル

２５０ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠
２５０ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1249009F1392 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.60

内用薬 1249009F1406 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1249010D1084 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ チザニジン顆粒０．２％「日医工」 日医工 後発品 13.40

内用薬 1249010F1255 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1249010F1263 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1339005F1431 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 6.00

内用薬 1339005F1440 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 6.00
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内用薬 1339005F2217 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 6.30

内用薬 2123005F1257 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2123014F1116 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.80

内用薬 2123014F1124 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 7.80

内用薬 2123014F1132 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.80

内用薬 2123014F2228 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 13.10

内用薬 2123014F2236 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 11.10

内用薬 2123014F2244 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.10

内用薬 2129002M1132 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 16.40

内用薬 2129002M1140 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.60

内用薬 2129002M2236 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 23.70

内用薬 2129003M1170 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 6.80

内用薬 2129003M1188 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 6.80

内用薬 2129003M1196 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 6.80

内用薬 2129003M2192 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 13.80

内用薬 2129003M2206 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 13.80

内用薬 2129005F1200 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 22.40

内用薬 2129007F1063 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 24.50

内用薬 2129007F2060 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 40.10

内用薬 2129008M1130 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 26.60

内用薬 2129008M2144 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 47.80

内用薬 2132003F1419 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 6.00

内用薬 2132003F1427 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2133001F1603 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2133001F1611 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2135001F1136 メフルシド ２５ｍｇ１錠 メフルシド錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2144002F1296 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 16.60

内用薬 2144002F2349 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 29.30

内用薬 2144002F3264 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 35.00

内用薬 2144006F1103 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 リシノプリル錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 11.40

内用薬 2144006F1111 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 リシノプリル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.70

内用薬 2144006F2142 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.20

内用薬 2144006F2150 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 15.70

内用薬 2144006F3106 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2144006F3114 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.40

内用薬 2144012F1087 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 41.40

内用薬 2144012F2083 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 72.20

内用薬 2149010F1157 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7.30

内用薬 2149010F2226 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 2149014M1065 プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 36.40

内用薬 2149026F1174 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.60
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内用薬 2149026F2219 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 15.10

内用薬 2149026F3215 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 26.50

内用薬 2149026F4173 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 56.10

内用薬 2149027F1136 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90

内用薬 2149027F2159 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.80

内用薬 2149027F3155 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.50

内用薬 2149029F1097 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 24.50

内用薬 2149029F2093 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 38.20

内用薬 2149032F1129 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.40

内用薬 2149032F2125 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 61.70

内用薬 2149043F1038 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1046 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 22.10

内用薬 2149043F1054 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 22.10

内用薬 2149043F1062 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1070 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 22.10

内用薬 2149043F1089 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 22.10

内用薬 2149043F1097 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1100 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 22.10

内用薬 2149043F1119 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 22.10

内用薬 2149043F1127 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.10

内用薬 2149043F1135 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 22.10

内用薬 2149043F2034 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2042 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 39.30

内用薬 2149043F2050 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 39.30

内用薬 2149043F2069 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2077 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.30

内用薬 2149043F2085 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.30

内用薬 2149043F2093 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2107 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 39.30

内用薬 2149043F2115 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 39.30

内用薬 2149043F2123 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.30

内用薬 2149043F2131 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 39.30

内用薬 2171005F1327 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171005F2145 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.10

内用薬 2171008F1126 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 2171010F2626 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2171010F2634 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 2171010F3070 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.90

内用薬 2171021F1253 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 20.30

内用薬 2171021F2276 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 38.20

内用薬 2171021F3248 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 68.00
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内用薬 2171022F3307 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「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 20.00

内用薬 2171022F4303 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「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 37.60

内用薬 2171022F5237 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 34.70

内用薬 2171022F5245 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 34.70

内用薬 2171022F5253 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 63.00

内用薬 2171022F5261 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5270 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 56.40

内用薬 2171022F5288 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5296 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.70

内用薬 2171022F5300 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 後発品 46.40

内用薬 2171022F5318 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.00

内用薬 2171022F5326 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 63.00

内用薬 2171022F5334 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F5342 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 52.20

内用薬 2171022F5350 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 46.40

内用薬 2189008F1449 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.40

内用薬 2189010F1373 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.90

内用薬 2189010F1381 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「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 14.90

内用薬 2189010F2396 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 32.80

内用薬 2189010F2400 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「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 25.20

内用薬 2189011F1246 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 46.00

内用薬 2189011F2218 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 89.50

内用薬 2189011F3192 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 189.80

内用薬 2189015F1198 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 36.10

内用薬 2189015F1201 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1210 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F2194 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 68.90

内用薬 2189015F2208 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2216 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 68.90

内用薬 2190006M2217 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル２００ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190021F1445 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 2190022F1180 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錠１０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 11.40

内用薬 2190022F1199 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錠１０ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 後発品 17.80

内用薬 2233002F1280 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F1298 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2233002F2103 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.90

内用薬 2233002F2111 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.90

内用薬 2233002Q1124 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％
「トーワ」

東和薬品 後発品 2.60

内用薬 2233002R1065 カルボシステイン ３３．３％１ｇ カルボシステインＤＳ３３．３％「トーワ」 東和薬品 後発品 9.50

内用薬 2233002R2045 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 13.10

内用薬 2233002R2053 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインドライシロップ５０％「テ
バ」

テバ製薬 後発品 13.10
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内用薬 2239001F1726 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「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2239001F1734 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「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2239001F1742 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「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2239001S2046 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内用液０．３％
「日医工」

日医工 後発品 10.30

内用薬 2251001F2174 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2251001G1092 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.50

内用薬 2251001G2080 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.50

内用薬 2251001G3060 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2251001R1131 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ＤＳ小児用２０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 57.10

内用薬 2251001R1140 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２
０％「日医工」

日医工 後発品 49.30

内用薬 2259004F1153 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2259004Q1189 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／ｍ
Ｌ「テバ」

大正薬品工業 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1197 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／ｍ
Ｌ「日医工」

日医工 後発品 3.80

内用薬 2319001C2109 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．１％「フソー」 ダイト 後発品 15.40

内用薬 2319001C3032 塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．２％「フソー」 ダイト 後発品 32.20

内用薬 2319001M1337 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「フソー」 ダイト 後発品 15.00

内用薬 2325001F1548 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2325002F1259 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.60

内用薬 2325002F2174 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.30

内用薬 2325003B1103 ファモチジン １０％１ｇ ファモチジン散１０％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 98.70

内用薬 2325003B1111 ファモチジン １０％１ｇ ファモチジン散１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 146.10

内用薬 2325003B2134 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 18.80

内用薬 2325003B2142 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「トーワ」 東和薬品 後発品 29.40

内用薬 2325003F1288 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2325003F1296 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2325003F1300 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.20

内用薬 2325003F2306 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2325003F2314 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 13.50

内用薬 2325003F2322 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 27.10

内用薬 2325003F3213 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.50

内用薬 2325003F3221 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2325003F3230 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.20

内用薬 2325003F4236 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2325003F4244 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 13.50

内用薬 2325003F4252 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 27.10

内用薬 2329002D2059 アルジオキサ ２０％１ｇ アルジオキサ顆粒２０％「日医工」 日医工 後発品 5.90

内用薬 2329002D3055 アルジオキサ ２５％１ｇ アルジオキサ顆粒２５％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329002D4310 アルジオキサ ５０％１ｇ アルジオキサ顆粒５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329002F2173 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2329004C1161 セトラキサート塩酸塩 ４０％１ｇ セトラキサート塩酸塩細粒４０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.10

内用薬 2329004M1191 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル セトラキサート塩酸塩カプセル２００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.70
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内用薬 2329009M1437 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル スルピリドカプセル５０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 6.30

内用薬 2329011C1196 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.30

内用薬 2329011C2109 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.70

内用薬 2329012C1328 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 15.50

内用薬 2329012M1340 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 2329020F1124 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 7.70

内用薬 2329022H1191 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 102.10

内用薬 2329022H2163 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 54.90

内用薬 2344009C1047 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％〈ハチ〉 東洋製薬化成 後発品 13.60

内用薬 2344009C1055 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグミット細粒８３％ 協和化学工業 後発品 13.60

内用薬 2354003F2332 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00

内用薬 2354003F2340 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 生晃栄養薬品 後発品 5.00

内用薬 2359005F1226 ピコスルファートナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2359005R1117 ピコスルファートナトリウム水和
物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムドライシロップ
１％「日医工」

日医工 後発品 11.80

内用薬 2359005S1283 ピコスルファートナトリウム水和
物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「日医工」

日医工 後発品 9.90

内用薬 2362001F1118 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2362001F2203 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.70

内用薬 2362001F2211 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 2362001F2220 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2399005F1191 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2399005F1205 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2399005F2317 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2399005F2325 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2399006C1181 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 9.50

内用薬 2399006F1528 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2399006F1536 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2478001G1151 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 64.10

内用薬 2478002F1088 メドロキシプロゲステロン酢酸
エステル

２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠
２．５ｍｇ「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 12.20

内用薬 2590005F3149 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2590007F1269 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 33.30

内用薬 2590007F2257 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 52.70

内用薬 3112001M1259 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「テバ」

大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3112001M1267 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 6.50

内用薬 3112001M2310 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 9.90

内用薬 3112001M3308 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１．０μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 19.30

内用薬 3112001M4207 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３．０μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 63.70

内用薬 3131002C1083 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル細粒１０％「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 3131002F1314 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 3133001F3163 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3136004F1085 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3136004F2235 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60
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内用薬 3150002M1092 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル トコフェロール酢酸エステルカプセル１０
０ｍｇ「セイコー」

生晃栄養薬品 後発品 5.60

内用薬 3214001F1063 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム
水和物

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3321002F2412 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3399002F1311 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ダイト」 ダイト 後発品 20.30

内用薬 3399002F1320 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F1338 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 24.00

内用薬 3399002F2334 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 37.70

内用薬 3399002F2342 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.70

内用薬 3399002F2350 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 37.70

内用薬 3399002F2369 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.60

内用薬 3399002F3039 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F3047 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 68.10

内用薬 3399002F4035 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.60

内用薬 3399002F4043 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 118.10

内用薬 3399005F1218 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 24.80

内用薬 3399005F1226 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 24.80

内用薬 3399005F1234 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.90

内用薬 3399005F1242 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 27.60

内用薬 3399005F2060 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 38.40

内用薬 3399005F2079 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 62.90

内用薬 3399007H1110 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3929003C1075 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 日医工 後発品 73.20

内用薬 3929003M2034 球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセル 球形吸着炭カプセル２８６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.30

内用薬 3943001F1578 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3943001F1586 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.00

内用薬 3943001F1594 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 3943001F1608 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.20

内用薬 3943001F2230 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 3.10

内用薬 3943001F2248 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.00

内用薬 3943001F2256 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 3943001F2264 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 3.50

内用薬 3949002F1126 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3949002F2181 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 6.80

内用薬 3961003F1168 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F2229 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961007F1204 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F1212 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961007F2090 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F2103 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961008F3309 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 8.70

内用薬 3961008F4089 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 10.30
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内用薬 3961008F5085 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.40

内用薬 3961008F6057 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F6065 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 8.70

内用薬 3961008F6073 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 8.70

内用薬 3969004F1284 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 16.80

内用薬 3969004F1292 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.80

内用薬 3969004F1306 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 20.90

内用薬 3969004F1314 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 20.90

内用薬 3969004F2280 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 23.40

内用薬 3969004F2299 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 23.40

内用薬 3969004F2302 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 28.80

内用薬 3969004F2310 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 28.80

内用薬 3969006F1062 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.70

内用薬 3969006F2069 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 31.60

内用薬 3999004M3102 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 67.90

内用薬 3999004M4109 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 151.70

内用薬 3999004M5105 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 244.40

内用薬 3999014M1030 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 575.30

内用薬 3999014M2037 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 325.70

内用薬 3999014M3033 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 2,156.10

内用薬 3999018F1145 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.00

内用薬 3999018F2141 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 380.40

内用薬 3999019F1239 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 63.90

内用薬 3999019F1247 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 63.90

内用薬 3999019F1255 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 63.90

内用薬 3999019F1263 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ塩錠２．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 63.90

内用薬 3999019F2057 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 401.60

内用薬 3999019F2065 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2073 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 401.60

内用薬 3999019F2081 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2090 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 401.60

内用薬 3999019F2103 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 401.60

内用薬 3999019F2111 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 446.20

内用薬 3999019F2120 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 401.60

内用薬 3999019F2138 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 401.60

内用薬 3999019F2146 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 446.20

内用薬 3999019F2154 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 446.20

内用薬 3999019F2162 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 446.20

内用薬 3999019F2170 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 446.20

内用薬 3999019F2189 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 446.20

内用薬 3999019F2197 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 401.60
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内用薬 3999019F2200 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2219 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ユートク」 大興製薬 後発品 446.20

内用薬 3999019F2227 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ塩錠１７．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 401.60

内用薬 3999019F2235 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 401.60

内用薬 3999019F2243 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 446.20

内用薬 4229101M1041 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合カプセルＴ２０ 沢井製薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M1050 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２０ 日本化薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M2048 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合カプセルＴ２５ 沢井製薬 後発品 517.30

内用薬 4229101M2056 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２５ 日本化薬 後発品 517.30

内用薬 4291010F1210 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 309.80

内用薬 4420002F1133 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.80

内用薬 4420002F2091 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 ブシラミン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.30

内用薬 4490014F1238 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 24.00

内用薬 4490014F1246 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 41.40

内用薬 4490014F1254 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 59.00

内用薬 4490014F2277 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.70

内用薬 4490014F2285 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.20

内用薬 4490014F2293 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 83.30

内用薬 4490014R1072 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 41.00

内用薬 4490014R1080 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 66.00

内用薬 4490023F1059 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F1067 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1075 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

興和 後発品 45.40

内用薬 4490023F1083 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1091 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡ
ＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1105 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 45.40

内用薬 4490023F1113 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F1121 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.40

内用薬 4490023F1130 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1148 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1156 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1164 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1172 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「三
和」

日本薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1180 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ダイ
ト」

ダイト 後発品 45.40

内用薬 4490023F1199 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1202 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F1210 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 45.40

内用薬 4490023F1229 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 45.40

内用薬 4490023F1237 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1245 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロパッチ 後発品 45.40

内用薬 4490023F2055 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 35.40
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内用薬 4490023F2063 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2071 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

興和 後発品 35.40

内用薬 4490023F2080 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2098 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡ
ＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2101 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 35.40

内用薬 4490023F2110 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F2128 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 35.40

内用薬 4490023F2136 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2144 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2152 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2160 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2179 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「三
和」

日本薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2187 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ダイ
ト」

ダイト 後発品 35.40

内用薬 4490023F2195 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2209 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F2217 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 35.40

内用薬 4490023F2225 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 35.40

内用薬 4490023F2233 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2241 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロパッチ 後発品 35.40

内用薬 4490023F3035 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＦＦＰ」

富士フイルムファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3043 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3051 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F3060 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 45.40

内用薬 4490023F4023 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F4031 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F4040 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 35.40

内用薬 4490025F3093 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 28.40

内用薬 4490025F3107 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F3115 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 28.40

内用薬 4490025F3123 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 28.40

内用薬 4490025F3131 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 28.40

内用薬 4490025F4090 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 36.10

内用薬 4490025F4103 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F4111 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 4490025F4120 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 4490025F4138 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 36.10

内用薬 4490027R1061 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 144.50

内用薬 4490027R1070 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンドライシロップ１％「日医工」 日医工 後発品 144.50

内用薬 6131001M1134 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6131001M2343 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6132005M1210 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 21.20
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内用薬 6149002F1142 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＲＭ」 ローマン工業 後発品 40.70

内用薬 6149003F1210 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 39.70

内用薬 6149003F2232 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 62.50

内用薬 6149003R1216 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 70.40

内用薬 6241006F1148 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.30

内用薬 6241008F1112 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.00

内用薬 6241008F2143 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 35.30

内用薬 6290005F1261 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 117.30

内用薬 6290005F1270 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 123.90

内用薬 6290005F1288 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 77.90

内用薬 7990100A1130 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 オーペグ配合内用剤 日医工 後発品 577.70

注射薬 1190401A1244 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 3,769

注射薬 1242401G1032 ブチルスコポラミン臭化物 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇシリ
ンジ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 159

注射薬 2119404A1190 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 エール薬品 後発品 416

注射薬 2119404A1204 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 301

注射薬 2171403A8034 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／５０ｍ
Ｌ「ＨＫ」

光製薬 後発品 1,647

注射薬 2190402D3072 アルプロスタジル　アルファデク
ス

２０μｇ１瓶 アルプロスタジルアルファデクス注射用２
０μｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 507

注射薬 2190413F1052 エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 9,430

注射薬 2190413F2059 エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 9,210

注射薬 2190413F3055 エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 18,898

注射薬 2190413F4051 エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 19,118

注射薬 2223400A1042 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

０．５％１ｍＬ１管 デキストロメトルファン臭化水素酸塩注
射液５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 54

注射薬 2325401D1116 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 140

注射薬 2325401D1124 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 140

注射薬 2325401D1132 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注用２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 140

注射薬 2325401D2104 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注射用１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 92

注射薬 2325401D2112 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注射用１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 102

注射薬 2325401D2120 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注用１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 102

注射薬 2590402A1270 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「オー
ハラ」

エール薬品 後発品 242

注射薬 3123400D5060 コカルボキシラーゼ ２５ｍｇ１管（溶解液付） コカルボキシラーゼ注射用２５ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 56

注射薬 3123400D8158 コカルボキシラーゼ ５０ｍｇ１管（溶解液付） コカルボキシラーゼ注射用５０ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 56

注射薬 3136403G1038 メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒 メコバラミン注５００μｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 164

注射薬 3229401A1150 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１管 Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注液
１０ｍＥｑ「トーワ」

東和薬品 後発品 56

注射薬 3231400P1033 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注５％シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 176

注射薬 3231400P3036 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 178

注射薬 3327401A4266 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 61

注射薬 3327401G1030 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１筒 トラネキサム酸注１ｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 166

注射薬 3999407D1220 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 252

注射薬 3999407D2226 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 691

注射薬 3999407D3117 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍ
ｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 865

注射薬 3999407D3125 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍ
ｇ「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 1,749

30



注射薬 3999408G1395 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 589

注射薬 3999411G5074 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「テ
ルモ」

テルモ 後発品 1,384

注射薬 4235404A1083 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍ
Ｌ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 3,131

注射薬 4235404A2080 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５
ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 10,762

注射薬 4240404A1130 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 3,124

注射薬 4240404A1148 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 3,124

注射薬 4240404A1156 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 3,124

注射薬 4240404A2136 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 7,334

注射薬 4240404A2144 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7,334

注射薬 4240404A2152 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 7,334

注射薬 4240405A1045 ドセタキセル ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解
液付）

ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「あすか」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A2041 ドセタキセル ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液
付）

ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「あすか」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 43,164

注射薬 4240406A1082 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5,587

注射薬 4240406A2089 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 15,474

注射薬 6119401D1159 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 3,115

注射薬 6119401D2058 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 4,680

注射薬 6123402A1206 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 104

注射薬 6132400F1130 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 231

注射薬 6132400F2170 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 280

注射薬 6132400F3192 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 356

注射薬 6132400G3058 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッ
グ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 699

注射薬 6132401D2122 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用０．５ｇ「日
医工」

日医工 後発品 122

注射薬 6132401D3196 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 122

注射薬 6132401D4192 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 259

注射薬 6135400F1124 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 199

注射薬 6135400F2228 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 361

注射薬 6135400F3232 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 567

注射薬 6250400D1060 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 ビダラビン点滴静注用３００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,239

注射薬 6250401F1236 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「アイロ
ム」

アイロム製薬 後発品 872

注射薬 6250401G4036 アシクロビル ２５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇバッグ
１００ｍＬ「アイロム」

アイロム製薬 後発品 1,123

注射薬 6290401A1145 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,011

注射薬 6290401A2230 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,400

注射薬 6290401A3229 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,893

注射薬 6290401A4071 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 1,390

注射薬 6290401A5078 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412A2092 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 3,143

注射薬 7219412A3102 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 4,548

注射薬 7219412A5091 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 3,477

注射薬 7219412A6101 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,817

注射薬 7219412G7062 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 5,973

注射薬 7219412G9081 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 4,562
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注射薬 7219412H1094 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412P1072 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 3,938

注射薬 7219415G3125 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール３００注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,564

注射薬 7223401A2089 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 1,020

注射薬 7223401A3107 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 2,559

外用薬 1313700Q2097 オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．４％
「ニットー」

日東メディック 後発品 8.90

外用薬 1319720Q7200 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 プロビスク０．６眼粘弾剤１％ 日本アルコン 後発品 3,696.50

外用薬 1319720Y2080 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ティアバランス点眼液０．３％ 千寿製薬 後発品 467.60

外用薬 1319720Y2098 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアロンサン点眼液０．３％ 東亜薬品 後発品 430.00

外用薬 1319722Q1198 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「テバ」 大正薬品工業 後発品 43.00

外用薬 1319742Q1268 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 76.10

外用薬 1319742Q2035 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2043 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 76.90

外用薬 1319742Q2051 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2060 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2078 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「アメル」 共和薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2086 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2094 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「科研」 ダイト 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2108 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2116 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「タカタ」 高田製薬 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2124 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「テバ」 大正薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2132 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2140 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 76.90

外用薬 1319746Q1118 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 96.30

外用薬 1329707Q1254 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」２８噴
霧用

キョーリンリメディオ 後発品 512.10

外用薬 1329707Q2099 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「杏
林」５６噴霧用

キョーリンリメディオ 後発品 549.30

外用薬 1329707Q3206 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴
霧用

キョーリンリメディオ 後発品 968.10

外用薬 2171700S1168 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 45.10

外用薬 2259707S1187 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 33.60

外用薬 2259707S2183 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 45.50

外用薬 2259707S3180 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 59.20

外用薬 2260701F1360 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨード含嗽用液７％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 2.40

外用薬 2615705Q1234 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールＩＰＡ液「東豊」 東豊薬品 後発品 6.30

外用薬 2619702Q3232 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液
５％「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 10.30

外用薬 2646703M1183 ベタメタゾンジプロピオン酸エス
テル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏
０．０６４％「テイコク」

帝國製薬 後発品 9.40

外用薬 2646703N1154 ベタメタゾンジプロピオン酸エス
テル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステルク
リーム０．０６４％「テイコク」

帝國製薬 後発品 9.40

外用薬 2646708M1283 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「テイコク」 帝國製薬 後発品 9.10

外用薬 2646708N1319 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニドクリーム０．０５％「テイコ
ク」

帝國製薬 後発品 9.10

外用薬 2646722M1178 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％
「テイコク」

帝國製薬 後発品 12.40

外用薬 2646725M1210 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＫＮ」 小林化工 後発品 12.30

外用薬 2649729S2223 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 14.30
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外用薬 2649729S3157 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 19.80

外用薬 2649731Q1081 フェルビナク ３％１ｍＬ フェルビナクローション３％「ラクール」 東光薬品工業 後発品 4.00

外用薬 2649731S1267 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 後発品 15.10

外用薬 2649731S3057 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 後発品 24.70

外用薬 2649735Q1039 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 4.50

外用薬 2649735Q1047 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 4.50

外用薬 2649735Q1055 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ラクール」 三友薬品 後発品 4.50

外用薬 2649735S1036 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 30.60

外用薬 2649735S1044 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

救急薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S1052 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1060 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S1079 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1087 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 30.60

外用薬 2649735S1095 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S1109 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S1117 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S1125 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1133 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 30.60

外用薬 2649735S1141 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S2032 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2040 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2059 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2067 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 19.80

外用薬 2649735S2075 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＫＯＧ」 救急薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2083 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2091 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 19.80

外用薬 2649735S2105 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2113 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 19.80

外用薬 2649735S2121 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2130 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 帝國製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2148 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2156 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 19.80

外用薬 2649735S2164 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2172 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 19.80

外用薬 2649735S2180 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「日本
臓器」

日本臓器製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2199 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三笠」 三笠製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2202 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユート
ク」

祐徳薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2210 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ラクー
ル」

東光薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2229 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2237 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「タイホウ」

岡山大鵬薬品 後発品 19.80

外用薬 2649735S2245 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 19.80
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外用薬 2649735S2253 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 19.80

外用薬 2649735S3039 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3047 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3055 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3063 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 30.60

外用薬 2649735S3071 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

救急薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3080 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3098 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 30.60

外用薬 2649735S3101 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3110 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S3128 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3136 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科
研」

帝國製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3144 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3152 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 30.60

外用薬 2649735S3160 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3179 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S3187 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「日本
臓器」

日本臓器製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3195 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3209 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユー
トク」

祐徳薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3217 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ラ
クール」

東光薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3225 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3233 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「タイホウ」

岡山大鵬薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S3241 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 30.60

外用薬 2649735S3250 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S4027 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ２００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 47.30

外用薬 2659710N1195 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医
工」

日医工 後発品 20.10

外用薬 6250700M1219 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 132.20

外用薬 6250700M1227 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「イワキ」 岩城製薬 後発品 132.20

外用薬 6250701M1060 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル軟膏５％「テバ」 大正薬品工業 後発品 145.90

外用薬 8219700S5042 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6049 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7045 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8041 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「明
治」

祐徳薬品工業 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9048 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「明
治」

祐徳薬品工業 後発品 8,044.90

平成２５年５月３１日
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医薬品
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注射薬 3399408G1023 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 6,882.00

注射薬 3399408G1031 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399408G2020 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 10,871.00
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注射薬 3399408G2038 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399408G3026 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 17,179.00

注射薬 3399408G3034 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 17,179.00

注射薬 3399409G1028 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399409G1036 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399409G2024 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399409G2032 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399409G3020 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 17,179.00

注射薬 3399409G3039 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 17,179.00
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内用薬 3969003F1115 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 15.80

内用薬 3969003F2111 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.70

内用薬 3969003F3053 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 15.80

内用薬 3969003F4050 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.70
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内用薬 1179038C1175 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ファイザー」 ファイザー 後発品 132.80

内用薬 1179038F1198 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 11.60

内用薬 1179038F2194 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 23.30

内用薬 1179038F3182 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 35.00

内用薬 1179038F4090 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 6.70

内用薬 1179039F1206 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 20.60

内用薬 1179039F2202 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 38.00

内用薬 1179039F3209 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 52.60

内用薬 2144002F1288 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 17.70

内用薬 2144002F2330 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 18.40

内用薬 2144002F3256 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 19.10
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外用薬 1319720Q3183 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％
「トーワ」

東和薬品 後発品 200.20

外用薬 1319720Y2071 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％
「トーワ」

東和薬品 後発品 286.20
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内用薬 1124009F1304 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 8.50

内用薬 1124009F1312 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 11.10

内用薬 1124009F2076 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 11.10

内用薬 1124026F1294 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 1124026F1308 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 1149019C1157 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「サワイ」 メディサ新薬 後発品 14.20

内用薬 1149019C1165 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム細粒１０％「日
医工」

日医工 後発品 16.00

内用薬 1149019F1587 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.10

内用薬 1149019F1595 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 1149019S1038 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

０．６％１ｍＬ ロキソプロフェンナトリウム内服液６０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 2.60

内用薬 1161001F1131 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 1161001F2154 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.60

内用薬 1172014C1071 レボメプロマジンマレイン酸塩 １０％１ｇ レボメプロマジン細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 8.70

内用薬 1172014F2155 レボメプロマジンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1172014F3089 レボメプロマジンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1179012F1150 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1179012F2084 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.30

内用薬 1179016F1191 スルピリド １００ｍｇ１錠 スルピリド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 1179016F2163 スルピリド ２００ｍｇ１錠 スルピリド錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.90

内用薬 1179025F1247 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179025F1255 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 5.80

内用薬 1179025F1263 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80

内用薬 1179025F2200 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1179025F2219 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179025F2227 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 1179028C1090 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール細粒１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.00

内用薬 1179028F1089 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1179028F2131 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.60

内用薬 1179028F3065 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠６ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 21.80

内用薬 1179038F4081 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 6.70

内用薬 1179038F7048 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.10

内用薬 1179038F7056 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.20

内用薬 1179039F1192 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 24.20

内用薬 1179039F2199 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 41.70

内用薬 1179039F3195 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 55.70

内用薬 1179041F3249 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.20

内用薬 1179041F3257 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 36.20

内用薬 1179042C1031 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「ＥＥ」 高田製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1040 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 510.90

内用薬 1179042C1058 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1066 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「三和」 シオノケミカル 後発品 510.90

内用薬 1179042C1074 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「テバ」 テバ製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1082 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「トーワ」 東和薬品 後発品 510.90

内用薬 1179042F1038 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1046 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 25.70

内用薬 1179042F1054 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1062 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 25.70
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内用薬 1179042F1070 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 25.70

内用薬 1179042F1089 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 25.70

内用薬 1179042F1097 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 25.70

内用薬 1179042F1100 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 25.70

内用薬 1179042F1119 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1127 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 25.70

内用薬 1179042F1135 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 25.70

内用薬 1179042F1143 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 25.70

内用薬 1179042F1151 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.70

内用薬 1179042F1160 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.70

内用薬 1179042F1178 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1186 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 25.70

内用薬 1179042F1194 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 25.70

内用薬 1179042F2034 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2042 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2050 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2069 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2077 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 89.80

内用薬 1179042F2085 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 89.80

内用薬 1179042F2093 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2107 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 89.80

内用薬 1179042F2115 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2123 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 89.80

内用薬 1179042F2131 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 89.80

内用薬 1179042F2140 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 89.80

内用薬 1179042F2158 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 89.80

内用薬 1179042F2166 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 89.80

内用薬 1179042F2174 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2182 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 89.80

内用薬 1179042F2190 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 89.80

内用薬 1179042F3030 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3049 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3057 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3065 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3073 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 167.90

内用薬 1179042F3081 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 167.90

内用薬 1179042F3090 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3103 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 167.90

内用薬 1179042F3111 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3120 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 167.90

内用薬 1179042F3138 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 167.90

内用薬 1179042F3146 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 167.90

内用薬 1179042F3154 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 167.90

内用薬 1179042F3162 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 167.90

内用薬 1179042F3170 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3189 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 167.90

内用薬 1179042F3197 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 167.90
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内用薬 1179042F4029 クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 13.70

内用薬 1179042F5025 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 48.00

内用薬 1179042F5033 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.00

内用薬 1190012F1301 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F2308 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012F3304 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F3312 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 167.00

内用薬 1190012F4300 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012F4319 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 249.20

内用薬 1339005F1423 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2119003M2234 ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 8.70

内用薬 2123008F1269 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 6.30

内用薬 2123011F2534 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 26.80

内用薬 2123014F1108 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 7.80

内用薬 2123014F2210 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11.10

内用薬 2129002M2228 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 10.40

内用薬 2129003F1049 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 2129003F2045 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 7.90

内用薬 2129004M1050 アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 21.70

内用薬 2129004M2065 アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 34.20

内用薬 2129006F1050 プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 23.50

内用薬 2129006F2057 プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 19.20

内用薬 2129008M1121 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 28.80

内用薬 2129008M2136 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 47.80

内用薬 2133001F1590 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2139001S5023 イソソルビド ７０％４０ｍＬ１包 イソソルビド内用液７０％分包４０ｍＬ「Ｃ
ＥＯ」

あすか製薬 後発品 230.10

内用薬 2144002F1261 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2144002F1270 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 10.50

内用薬 2144002F3230 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 35.00

内用薬 2144003F1096 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7.10

内用薬 2144003F2220 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 アラセプリル錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.00

内用薬 2144003F3080 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 アラセプリル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.00

内用薬 2149019B1083 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ニカルジピン塩酸塩散１０％「日医工」 日医工 後発品 25.50

内用薬 2149019F1123 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019F2251 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019N1195 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル２０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019N2205 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル４０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 7.00

内用薬 2149032F1110 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.00

内用薬 2149032F2117 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 43.90

内用薬 2149039F1350 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F2356 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F3344 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ザイダ
ス」

ザイダスファーマ 後発品 129.00

内用薬 2160002F1095 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.40

内用薬 2160003F1030 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003F1049 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 502.00

内用薬 2160003F1057 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 502.00

内用薬 2160003F1065 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 502.00
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内用薬 2160003F1073 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 502.00

内用薬 2160003F1081 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 502.00

内用薬 2160003F1090 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 502.00

内用薬 2160003F1103 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 502.00

内用薬 2160003F1111 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003F1120 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 502.00

内用薬 2160003F1138 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 502.00

内用薬 2160003F1146 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003S1020 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１包 スマトリプタン内用液５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 1,602.60

内用薬 2171006F1348 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171006F2140 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.30

内用薬 2171006N1156 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１００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 14.60

内用薬 2171006N2071 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル２００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 29.70

内用薬 2171010F2618 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.40

内用薬 2171011G1182 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171012F1211 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 2171012F2382 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 12.90

内用薬 2171014G1259 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171014G1267 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171014G3090 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 10.90

内用薬 2171014G3103 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.80

内用薬 2171014G4096 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 19.60

内用薬 2171014G4100 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.10

内用薬 2171014G5092 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 37.10

内用薬 2171014G5106 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 31.90

内用薬 2171017F2164 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171022F1436 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 20.00

内用薬 2171022F2432 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 37.60

内用薬 2171022F5083 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5091 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 34.70

内用薬 2171022F5105 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.00

内用薬 2171022F5113 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬 後発品 63.00

内用薬 2171022F5121 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 23.30

内用薬 2171022F5130 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 42.00

内用薬 2171022F5148 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F5156 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 46.40

内用薬 2171022F5164 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 46.40

内用薬 2171022F5172 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5180 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5199 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 46.40

内用薬 2171022F5202 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5210 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.20

内用薬 2171022F5229 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 52.20

内用薬 2171022F6055 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザイ 後発品 52.20

内用薬 2171022F6063 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.00

内用薬 2171022F6071 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.00

内用薬 2171022F6080 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.70
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内用薬 2171022F6098 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 46.40

内用薬 2171022F6101 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F6110 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 46.40

内用薬 2171022F6128 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F6136 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 46.40

内用薬 2171022F6144 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 46.40

内用薬 2171022F6152 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.20

内用薬 2183005G1285 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2183005G2133 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 2183005G2141 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ミデナールＬ錠１００ シオノケミカル 後発品 7.70

内用薬 2189008F1430 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.40

内用薬 2189010F1349 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 29.20

内用薬 2189010F1357 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 29.20

内用薬 2189010F1365 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「日医
工」

日医工 後発品 22.60

内用薬 2189010F2361 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 55.10

内用薬 2189010F2370 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 60.20

内用薬 2189010F2388 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「日医
工」

日医工 後発品 43.00

内用薬 2189011F1211 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 30.90

内用薬 2189011F1220 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 69.20

内用薬 2189011F1238 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 51.70

内用薬 2189011F2196 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 143.30

内用薬 2189011F2200 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 103.90

内用薬 2189011F3184 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 256.40

内用薬 2189015F1147 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.10

内用薬 2189015F1155 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 36.10

内用薬 2189015F1163 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.10

内用薬 2189015F1171 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1180 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 2189015F2143 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 68.90

内用薬 2189015F2151 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 68.90

内用薬 2189015F2160 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 68.90

内用薬 2189015F2178 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2186 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 68.90

内用薬 2190005F1284 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.40

内用薬 2190005F2183 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190016D1028 ポリスチレンスルホン酸カルシ
ウム

８９．２９％１ｇ アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ 三和化学研究所 後発品 15.30

内用薬 2190021C1058 ニセルゴリン １％１ｇ ニセルゴリン細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 20.20

内用薬 2190021F1437 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2239001Q1174 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％「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.10

内用薬 2251001F1070 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001F2166 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001F3154 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001R1123 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２
０％「サワイ」

沢井製薬 後発品 57.10

内用薬 2325001F1530 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2325002F1232 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 2325002F2158 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.40

内用薬 2325003F1270 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 13.80
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内用薬 2325003F2292 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 27.10

内用薬 2325003F3205 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 13.80

内用薬 2325003F4228 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 27.10

内用薬 2325006F1044 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 17.10

内用薬 2325006F1052 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 17.10

内用薬 2325006F1060 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 17.10

内用薬 2325006F1079 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 17.10

内用薬 2325006F1087 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.10

内用薬 2325006F1095 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 17.10

内用薬 2325006F1109 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.10

内用薬 2325006F1117 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.10

内用薬 2325006F1125 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 17.10

内用薬 2325006F2040 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 28.90

内用薬 2325006F2059 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 28.90

内用薬 2325006F2067 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 28.90

内用薬 2325006F2075 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.90

内用薬 2325006F2083 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.90

内用薬 2325006F2091 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.90

内用薬 2325006F2105 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 28.90

内用薬 2325006F2113 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.90

内用薬 2325006F2121 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 28.90

内用薬 2329002D4302 アルジオキサ ５０％１ｇ アルジオキサ顆粒５０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.20

内用薬 2329006C1101 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファルナート細粒１０％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 2329009F1217 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 2329012C1310 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 11.80

内用薬 2329012M1331 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.60

内用薬 2329022H1183 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 79.80

内用薬 2329022H2155 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 40.00

内用薬 2329023F1110 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 40.00

内用薬 2329023F2116 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 70.80

内用薬 2329023M1151 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「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 40.00

内用薬 2329023M1160 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「日医
工」

日医工 後発品 40.00

内用薬 2329023M2158 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「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 70.80

内用薬 2329023M2166 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「日医
工」

日医工 後発品 70.80

内用薬 2329028F1279 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 86.40

内用薬 2329028F2275 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 159.80

内用薬 2344009F3038 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 マグミット錠２００ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60

内用薬 2362001F1100 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 2362001F2190 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 5.80

内用薬 2399010B1042 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ モサプリドクエン酸塩散１％「テバ」 大正薬品工業 後発品 27.10

内用薬 2399010B1050 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 日医工 後発品 27.10

内用薬 2399010F1036 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1044 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1052 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1060 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1079 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 9.60

内用薬 2399010F1087 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 9.60
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内用薬 2399010F1095 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1109 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1117 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 9.60

内用薬 2399010F1125 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.60

内用薬 2399010F1133 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1141 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.60

内用薬 2399010F1150 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1168 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1176 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1184 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1192 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1206 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1214 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 9.60

内用薬 2399010F1222 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1230 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2399010F1249 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 9.60

内用薬 2399010F1257 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1265 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 9.60

内用薬 2399010F1273 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 9.60

内用薬 2399010F2032 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2040 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2059 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2067 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2075 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11.50

内用薬 2399010F2083 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2091 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2105 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2113 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 11.50

内用薬 2399010F2121 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 11.50

内用薬 2399010F2130 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2148 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 2399010F2156 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2164 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2172 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2180 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2199 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2202 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2210 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 11.50

内用薬 2399010F2229 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2237 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.50

内用薬 2399010F2245 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 11.50

内用薬 2399010F2253 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2261 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 11.50

内用薬 2399010F2270 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 11.50

内用薬 2491001F5170 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2491001F6192 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」 日医工 後発品 6.70

内用薬 2491001M3079 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カリジノゲナーゼカプセル２５単位「日医
工」

日医工 後発品 5.60
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内用薬 2590004F1311 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.70

内用薬 2590005F3122 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2590005F3130 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ファンデヒーデ錠１ｍｇ 陽進堂 後発品 4.50

内用薬 2590007F1250 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 42.10

内用薬 2590007F2249 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 67.80

内用薬 2590008F1140 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 33.90

内用薬 2590008F1158 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 22.10

内用薬 2590008F2146 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 55.90

内用薬 2590008F2154 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 34.70

内用薬 2590008N1209 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 37.10

内用薬 2590008N2205 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 76.40

内用薬 3321002B1155 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

１０％１ｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１
０％「日医工」

日医工 後発品 11.50

内用薬 3321002F1114 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

１０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.00

内用薬 3321002F2404 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3399001C1078 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ チクロピジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 23.10

内用薬 3399001F1414 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 11.80

内用薬 3399002F1281 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 24.00

内用薬 3399002F1290 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 60.70

内用薬 3399002F1303 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 68.10

内用薬 3399002F2300 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 114.50

内用薬 3399002F2318 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 118.10

内用薬 3399003F1111 リマプロストアルファデクス ５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医
工」

日医工 後発品 34.50

内用薬 3399004M1344 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 17.80

内用薬 3399004M1352 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 16.70

内用薬 3399005F1200 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 27.60

内用薬 3399007H1102 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3943001F1551 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 3943001F1560 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 3943001F2221 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 3949002F2173 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.20

内用薬 3961003F1150 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3961003F2210 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3961008F3163 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 8.70

内用薬 3961008F3171 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3180 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 8.70

内用薬 3961008F3198 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 8.70

内用薬 3961008F3201 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.70

内用薬 3961008F3210 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3228 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 8.70

内用薬 3961008F3236 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3244 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3252 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3260 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3279 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.70

内用薬 3961008F3287 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3295 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 8.70

内用薬 3961008F6030 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザイ 後発品 8.70
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内用薬 3961008F6049 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.70

内用薬 3969006F1054 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠３０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 12.70

内用薬 3969006F2050 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠９０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 31.60

内用薬 3969007F1318 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 43.10

内用薬 3969007F2314 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3999013F1304 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 71.60

内用薬 3999013F1312 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.70

内用薬 3999018F1129 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 53.30

内用薬 3999018F1137 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 53.30

内用薬 3999018F2125 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 422.70

内用薬 3999018F2133 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 422.70

内用薬 3999019F1204 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 63.90

内用薬 3999019F1212 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.90

内用薬 3999019F1220 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 71.00

内用薬 3999019F2049 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 401.60

内用薬 4291010F1040 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1058 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 309.80

内用薬 4291010F1066 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1074 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 309.80

内用薬 4291010F1082 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 309.80

内用薬 4291010F1090 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1104 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1112 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 309.80

内用薬 4291010F1120 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ケミファ」 ダイト 後発品 309.80

内用薬 4291010F1139 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1147 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1155 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 309.80

内用薬 4291010F1163 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 309.80

内用薬 4291010F1171 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 309.80

内用薬 4291010F1180 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 309.80

内用薬 4291010F1198 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1201 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 309.80

内用薬 4419008F1474 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 クレマスチン錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00

内用薬 4490004F1099 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.30

内用薬 4490014F1220 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 45.10

内用薬 4490014F2269 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 56.20

内用薬 4490017F1053 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 34.20

内用薬 4490017F2050 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 59.30

内用薬 4490023F1032 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 52.90

内用薬 4490023F1040 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 52.90

内用薬 4490023F2039 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 41.30

内用薬 4490023F2047 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 41.30

内用薬 4490025F1031 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 28.40

内用薬 4490025F1040 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 28.40

内用薬 4490025F1058 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1066 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 28.40

内用薬 4490025F1074 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 28.40
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内用薬 4490025F1082 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 28.40

内用薬 4490025F1090 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 シオノケミカル 後発品 28.40

内用薬 4490025F1104 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 28.40

内用薬 4490025F1112 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.40

内用薬 4490025F1120 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1139 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1147 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1155 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1163 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1171 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ザイダ
ス」

ザイダスファーマ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1180 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1198 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1201 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 28.40

内用薬 4490025F1210 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1228 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1236 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 28.40

内用薬 4490025F1244 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.40

内用薬 4490025F1252 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 28.40

内用薬 4490025F1260 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1279 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 28.40

内用薬 4490025F2038 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 36.10

内用薬 4490025F2046 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 36.10

内用薬 4490025F2054 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2062 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.10

内用薬 4490025F2070 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2089 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 36.10

内用薬 4490025F2097 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 シオノケミカル 後発品 36.10

内用薬 4490025F2100 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 36.10

内用薬 4490025F2119 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.10

内用薬 4490025F2127 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2135 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2143 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2151 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2160 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2178 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2186 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2194 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2208 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 36.10

内用薬 4490025F2216 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2224 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2232 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.10

内用薬 4490025F2240 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 4490025F2259 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 36.10

内用薬 4490025F2267 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2275 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 4490025F3034 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 28.40

内用薬 4490025F3042 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 28.40
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内用薬 4490025F3050 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F3069 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F3077 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 28.40

内用薬 4490025F3085 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム２．５ｍｇ
「マルホ」

救急薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F4030 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 36.10

内用薬 4490025F4049 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F4057 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F4065 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F4073 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 4490025F4081 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「マ
ルホ」

救急薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490027F2240 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 66.10

内用薬 6149003F1201 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 25.30

内用薬 6149003F2224 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 42.50

内用薬 6290004F1070 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 152.00

内用薬 6290004F2069 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 281.80

注射薬 1119402A1090 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール１％静注２０ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 837

注射薬 1119402A2126 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注５０ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 1,101

注射薬 1119402A3050 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注１００ｍＬ「日医
工」

日医工 後発品 1,355

注射薬 1119402A3068 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注１００ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 1,355

注射薬 1119402A3076 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 フレゼニウス　カビ
アーゲー

後発品 1,290

注射薬 1190401A1236 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 3,769

注射薬 1190401G1220 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,201

注射薬 2139401A2196 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 57

注射薬 2149400A1132 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 92

注射薬 2149400A2155 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 229

注射薬 2149400A3070 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 434

注射薬 2190406G1058 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,543

注射薬 2190406G1066 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「日医
工」

日医工 後発品 1,543

注射薬 2190406G2070 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,942

注射薬 2190406G2089 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「日医
工」

日医工 後発品 1,942

注射薬 2190408A1097 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,597

注射薬 2391400G1172 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＡＦＰ」

大興製薬 後発品 1,961

注射薬 2391400G1180 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 3,193

注射薬 2391400G1199 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 2,661

注射薬 2391400G1202 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,961

注射薬 2391400G4066 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＡＦＰ」

大興製薬 後発品 1,961

注射薬 2391400G4074 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 3,193

注射薬 2391400G4082 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 2,661

注射薬 2391400G4090 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,961

注射薬 2391400G5020 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 1,673

注射薬 2391400G5038 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 1,262

注射薬 2391400G5046 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,262

注射薬 2413400D2082 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１瓶（溶解液付） ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 フェリング・ファーマ 後発品 1,394

注射薬 2590402A1253 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 376

注射薬 3229401A1142 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１管 Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注液
１０ｍＥｑ「日新」

日新製薬 後発品 56

注射薬 3321401A1107 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％２ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注
射液１０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 50

注射薬 3321401A2170 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液２５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56
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注射薬 3321401A3185 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液５０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3321401A4246 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3991400A4133 コンドロイチン硫酸エステルナト
リウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液２０
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 58

注射薬 3999411A1068 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 514

注射薬 3999411A2056 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液８０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,584

注射薬 3999411A9042 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液４０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 822

注射薬 3999411D1200 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オザグレルＮａ静注用２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 481

注射薬 4224403A1026 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍ
Ｌ「サンド」

サンド 後発品 2,596

注射薬 4224403A2022 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「サ
ンド」

サンド 後発品 12,618

注射薬 4240403A2093 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 3,863

注射薬 4240405A5024 ドセタキセル ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ
「サンド」

サンド 後発品 12,552

注射薬 4240405A6020 ドセタキセル ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ
「サンド」

サンド 後発品 43,164

注射薬 6112400A3109 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注射液６００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 78

注射薬 6113400A1162 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 1,576

注射薬 6119401D2031 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 4,680

注射薬 6119401D2040 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5,098

注射薬 6123402A1192 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 104

注射薬 6123402A3195 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 262

注射薬 6132400F1122 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「日
医工」

日医工 後発品 211

注射薬 6132400F2161 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ「日医
工」

日医工 後発品 280

注射薬 6132400F3184 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「日医工」 日医工 後発品 356

注射薬 6132419F1127 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 206

注射薬 6132419F2140 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日
医工」

日医工 後発品 336

注射薬 7219412P2028 イオパミドール ６１．２４％１５０ｍＬ１筒 オイパロミン３００注シリンジ１５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 7,318

外用薬 1319739Q1290 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 437.60

外用薬 1319742Q1241 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1250 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 76.10

外用薬 2171700S1150 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 52.30

外用薬 2260700B1151 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.90

外用薬 2615705Q1226 エタノール １０ｍＬ オー消エタ消毒液 日医工 後発品 6.30

外用薬 2619805X1066 エタノール １０ｍＬ 消毒用マルオアルコール 日医工 後発品 4.30

外用薬 2646708M1275 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.80

外用薬 2646709M1156 フルオシノロンアセトニド ０．０２５％１ｇ フルオシノロンアセトニド軟膏０．０２５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.80

外用薬 2646723M1180 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．０５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.60

外用薬 2646723N1160 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステルクリーム０．０
５％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.60

外用薬 2649719M1216 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンゲル１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649719N1149 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンクリーム１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649719Q2109 インドメタシン １％１ｍＬ インドメタシン外用液１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649731S1259 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 15.10

外用薬 2655702N1094 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.70

外用薬 2691702M1044 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏
２５μｇ／ｇ「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 87.70

外用薬 2691702M1052 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 87.70

外用薬 2691702M1060 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 87.70

外用薬 3339950R1037 ヘパリン類似物質 １ｇ クラドイド外用スプレー０．３％ 陽進堂 後発品 20.20

外用薬 3339950R1045 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＰＰ」

イセイ 後発品 20.20

外用薬 3339950R1053 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 20.20

外用薬 3339950R1061 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「サトウ」

佐藤製薬 後発品 20.20
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外用薬 3339950R1070 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「日新」

日新製薬 後発品 20.20

外用薬 3339950R1088 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ファイザー」

ファイザー 後発品 20.20

平成２４年１０月１日
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医薬品
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内用薬 2171014G3081 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 9.80

内用薬 2171014G4088 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 17.10

内用薬 2171014G5084 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 31.90

内用薬 2171021F1245 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠２「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 13.50

内用薬 2171021F2268 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠４「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 22.60

内用薬 2171021F3230 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠８「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.30

内用薬 3150002F1263 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.60

平成２４年９月１４日
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内用薬 6149003R1208 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 70.40

平成２４年７月３０日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名
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注射薬 1190401A1228 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,091

平成２４年６月２２日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 1129009F1033 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1041 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサ ファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1050 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1068 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1076 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1084 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1092 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1106 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1114 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 26.90

内用薬 1129009F1122 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 26.90

内用薬 1129009F1130 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 東洋カプセル 後発品 26.90

内用薬 1129009F1149 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1157 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 26.90

内用薬 1129009F1165 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 26.90

内用薬 1129009F1173 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 26.90

内用薬 1129009F1181 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1190 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1203 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1211 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1220 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 26.90
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内用薬 1129009F1238 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1246 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1254 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 26.90

内用薬 1129009F1262 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1270 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1289 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 26.90

内用薬 1129009F1297 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 26.90

内用薬 1129009F1300 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 26.90

内用薬 1129009F1319 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 26.90

内用薬 1129009F1327 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1335 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F2030 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2048 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサ ファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2056 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2064 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2072 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2080 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2099 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2102 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2110 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 42.80

内用薬 1129009F2129 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 42.80

内用薬 1129009F2137 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 東洋カプセル 後発品 42.80

内用薬 1129009F2145 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2153 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 42.80

内用薬 1129009F2161 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 42.80

内用薬 1129009F2170 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.80

内用薬 1129009F2188 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2196 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2200 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2218 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2226 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2234 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2242 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2250 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 42.80

内用薬 1129009F2269 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2277 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2285 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 42.80

内用薬 1129009F2293 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 42.80

内用薬 1129009F2307 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 42.80

内用薬 1129009F2315 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 42.80

内用薬 1129009F2323 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2331 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F3028 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 26.90

内用薬 1129009F3036 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 26.90

内用薬 1129009F3044 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F3052 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ
「モチダ」

救急薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F4024 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 42.80
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内用薬 1129009F4032 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 42.80

内用薬 1129009F4040 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F4059 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ
「モチダ」

救急薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009S1023 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 130.70

内用薬 1129009S2020 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 208.00

内用薬 1169101F1162 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 レプリントン配合錠Ｌ１００ 辰巳化学 後発品 10.80

内用薬 1179012F1142 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 イソクリン錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179025F1239 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 6.30

内用薬 1179025F2197 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 6.40

内用薬 1179038F4073 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 9.60

内用薬 1179041F1033 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1041 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1050 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1068 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1076 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1084 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1092 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 63.40

内用薬 1179041F1106 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.40

内用薬 1179041F1114 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1122 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1130 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1149 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 63.40

内用薬 1179041F1157 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1165 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.40

内用薬 1179041F1173 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1181 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1190 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 63.40

内用薬 1179041F1203 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1211 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1220 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 63.40

内用薬 1179041F1238 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1246 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1254 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.40

内用薬 1179041F1262 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 63.40

内用薬 1179041F1270 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 63.40

内用薬 1179041F1289 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 63.40

内用薬 1179041F1297 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1300 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F2030 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2048 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2056 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2064 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2072 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2080 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2099 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 110.90

内用薬 1179041F2102 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 110.90

内用薬 1179041F2110 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 110.90
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内用薬 1179041F2129 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2137 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2145 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 110.90

内用薬 1179041F2153 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2161 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 110.90

内用薬 1179041F2170 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2188 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2196 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 110.90

内用薬 1179041F2200 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2218 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2226 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 110.90

内用薬 1179041F2234 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2242 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2250 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.90

内用薬 1179041F2269 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 110.90

内用薬 1179041F2277 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 110.90

内用薬 1179041F2285 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 110.90

内用薬 1179041F2293 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2307 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F3036 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3044 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3052 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3060 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3079 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3087 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3095 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3109 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 36.20

内用薬 1179041F3117 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3125 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.20

内用薬 1179041F3133 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3141 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3150 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3168 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 36.20

内用薬 1179041F3176 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3184 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3192 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.20

内用薬 1179041F3206 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.20

内用薬 1179041F3214 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 36.20

内用薬 1179041F3222 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 36.20

内用薬 1179041F3230 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F4024 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.40

内用薬 1179041F5020 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.90

内用薬 1190012F1280 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 150.30

内用薬 1190012F1298 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 150.30

内用薬 1190012F2286 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 224.30

内用薬 1190012F2294 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 224.30

内用薬 1190012F3274 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 167.00

51



内用薬 1190012F3282 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 150.30

内用薬 1190012F3290 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F4270 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 249.20

内用薬 1190012F4289 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 224.30

内用薬 1190012F4297 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩OD錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012Q1035 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 163.40

内用薬 1190012Q1043 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 163.40

内用薬 1190012Q2031 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 249.20

内用薬 1190012Q2040 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 249.20

内用薬 1190012S1024 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 149.80

内用薬 1190012S2020 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 223.50

内用薬 1190014F1041 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 781.10

内用薬 1190014F1050 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 781.10

内用薬 1190014F1068 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 781.10

内用薬 1190014F2030 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 781.10

内用薬 1339005F1407 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.00

内用薬 1339005F1415 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1339005F2160 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 1339005F2179 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 1339005F2187 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1339005F2195 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 6.30

内用薬 1339005F2209 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 メニタジン錠１２ｍｇ 東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2129008M1113 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 28.80

内用薬 2129008M2128 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 53.20

内用薬 2132003F3047 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 フルトリア錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 2132004F2029 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ニュートライド錠１２．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2139008F2036 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 ダイタリック錠３０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 12.60

内用薬 2144008F1196 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 15.30

内用薬 2144008F2192 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 27.50

内用薬 2144008F3199 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 53.30

内用薬 2149010F1149 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 2149022F2091 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 ニルバジピン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 16.30

内用薬 2149026F2200 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 15.10

内用薬 2149026F3207 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.50

内用薬 2149039F1040 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1058 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1066 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 45.30

内用薬 2149039F1074 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1082 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 45.30

内用薬 2149039F1090 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1104 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 45.30

内用薬 2149039F1112 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 45.30

内用薬 2149039F1120 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 45.30

内用薬 2149039F1139 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1147 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1155 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 45.30

内用薬 2149039F1163 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 45.30
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内用薬 2149039F1171 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1180 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 45.30

内用薬 2149039F1198 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1201 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1210 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 45.30

内用薬 2149039F1228 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.30

内用薬 2149039F1236 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1244 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1252 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1260 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1279 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1287 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 45.30

内用薬 2149039F1295 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1309 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 45.30

内用薬 2149039F1317 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1325 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1333 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1341 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F2046 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2054 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2062 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 86.00

内用薬 2149039F2070 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2089 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 86.00

内用薬 2149039F2097 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2100 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 86.00

内用薬 2149039F2119 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 86.00

内用薬 2149039F2127 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 86.00

内用薬 2149039F2135 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2143 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2151 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 86.00

内用薬 2149039F2160 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2178 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2186 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 86.00

内用薬 2149039F2194 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2208 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2216 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 86.00

内用薬 2149039F2224 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 86.00

内用薬 2149039F2232 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2240 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2259 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2267 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2275 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2283 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 86.00

内用薬 2149039F2291 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2305 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 86.00

内用薬 2149039F2313 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2321 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 86.00
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内用薬 2149039F2330 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2348 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F3034 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3042 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3050 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 129.00

内用薬 2149039F3069 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3077 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 129.00

内用薬 2149039F3085 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3093 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 129.00

内用薬 2149039F3107 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 129.00

内用薬 2149039F3115 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 129.00

内用薬 2149039F3123 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3131 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3140 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 129.00

内用薬 2149039F3158 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3166 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3174 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 129.00

内用薬 2149039F3182 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3190 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3204 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 129.00

内用薬 2149039F3212 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 129.00

内用薬 2149039F3220 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3239 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3247 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3255 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3263 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3271 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 129.00

内用薬 2149039F3280 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3298 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 129.00

内用薬 2149039F3301 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3310 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3328 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3336 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 129.00

内用薬 2171005F1319 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2171005F2137 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.10

内用薬 2171010F3061 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 アンギナール錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.70

内用薬 2171017F1052 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2171017F1060 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171017F1079 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランマート錠２．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171017F2156 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.00

内用薬 2171021F1237 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 15.10

内用薬 2171021F2250 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 22.60

内用薬 2171021F3221 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ1錠 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.30

内用薬 2171022F5040 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 52.20

内用薬 2171022F5059 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.00

内用薬 2171022F5067 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5075 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.00
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内用薬 2171022F6047 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.00

内用薬 2171022Q1089 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「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 16.60

内用薬 2171022Q2085 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「タナベ」 長生堂製薬 後発品 31.20

内用薬 2189011F2188 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 ラミアン錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 148.80

内用薬 2189011F3176 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 ラミアン錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 297.60

内用薬 2189015F1082 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1090 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1104 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1112 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1120 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 2189015F1139 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F2089 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2097 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2100 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2119 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2127 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 68.90

内用薬 2189015F2135 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 68.90

内用薬 2190005C1067 イフェンプロジル酒石酸塩 ４％１ｇ イフェンプロジル酒石酸塩細粒４％「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 9.00

内用薬 2190005F1276 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.40

内用薬 2190005F2175 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2233002Q1116 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「ＪＧ」 大興製薬 後発品 2.60

内用薬 2329021F1307 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 11.10

内用薬 2329022H1175 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 58.40

内用薬 2329022H2147 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 35.70

内用薬 2329122D1473 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ グロリアミン配合顆粒 サンド 後発品 6.20

内用薬 2344009F1078 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F2074 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F4042 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2399009F1157 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.30

内用薬 2399009F2129 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 62.40

内用薬 2399009F2137 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 50.90

内用薬 2399009F2145 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 58.40

内用薬 2590008F1131 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 37.10

内用薬 2590008F2138 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 64.30

内用薬 2590008N1195 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 31.80

内用薬 2590008N2191 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 55.90

内用薬 3179109M1082 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配
合剤

１カプセル シグマビタン配合カプセルＢ２５ 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 3399002F1265 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F1273 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.00

内用薬 3399002F2288 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.60

内用薬 3399002F2296 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 47.60

内用薬 3399005F1196 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 21.00

内用薬 3961007F2065 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリミラン錠２０ｍｇ 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961007F2073 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グルタミール錠２０ｍｇ メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F2081 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 ダイアグリコ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961008F3082 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3090 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 8.70
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内用薬 3961008F3104 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.70

内用薬 3961008F3112 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3120 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3139 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3147 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3155 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 8.70

内用薬 3969007F1210 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1229 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 33.60

内用薬 3969007F1237 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F1245 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 33.60

内用薬 3969007F1253 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F1261 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1270 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1288 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1296 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 33.60

内用薬 3969007F1300 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F2217 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2225 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 67.10

内用薬 3969007F2233 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F2241 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 67.10

内用薬 3969007F2250 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F2268 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2276 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2284 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2292 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 67.10

内用薬 3969007F2306 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F3108 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 33.60

内用薬 3969007F3116 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 54.70

内用薬 3969007F3124 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 47.00

内用薬 3969007F3132 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 33.60

内用薬 3969007F3140 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 33.60

内用薬 3969007F3159 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 43.10

内用薬 3969007F3167 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 33.60

内用薬 3969007F4104 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 67.10

内用薬 3969007F4112 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 95.20

内用薬 3969007F4120 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3969007F4139 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 67.10

内用薬 3969007F4147 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 67.10

内用薬 3969007F4155 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3969007F4163 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 67.10

内用薬 3999004M3099 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 67.90

内用薬 3999004M4095 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 151.70

内用薬 3999004M5091 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 244.40

内用薬 3999018F1110 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 53.30

内用薬 3999018F2117 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 422.70

内用薬 3999019F1166 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 63.90

内用薬 3999019F1174 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ｢サワイ｣ 沢井製薬 後発品 63.90
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内用薬 3999019F1182 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 63.90

内用薬 3999019F1190 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 63.90

内用薬 4291007F2036 トレミフェンクエン酸塩 ６０ｍｇ１錠 トレミフェン錠６０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 385.40

内用薬 4291012F1057 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 330.30

内用薬 4490014F1211 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 61.30

内用薬 4490014F2250 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 89.40

内用薬 4490027F2223 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 59.50

内用薬 4490027F2231 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 66.10

内用薬 6131001M1126 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル アモペニキシンカプセル１２５ ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6135001M1060 ホスホマイシンカルシウム水和
物

２５０ｍｇ１カプセル ホスホマイシンカルシウムカプセル２５０
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 16.70

内用薬 6135001M2148 ホスホマイシンカルシウム水和
物

５００ｍｇ１カプセル ホスホマイシンカルシウムカプセル５００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 27.10

内用薬 6135001R2170 ホスホマイシンカルシウム水和
物

４００ｍｇ１ｇ ホスホマイシンカルシウムドライシロップ
４０％「日医工」

日医工 後発品 23.30

内用薬 6219001H1072 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 28.70

内用薬 6219001H2052 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 アザスルファン腸溶錠２５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 17.10

内用薬 6219001H2060 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 18.50

内用薬 6241008F2135 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプキサノン錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 50.00

内用薬 6241013F1288 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 77.30

内用薬 6241013F1296 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ケミファ」 大興製薬 後発品 83.30

注射薬 1190401G1190 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 4,762

注射薬 1190401G1204 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,201

注射薬 1190401G1212 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「サ
ンド」

サンド 後発品 3,368

注射薬 2149400A1124 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ1管 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 92

注射薬 2149400A2147 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 229

注射薬 2329403D1084 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 340

注射薬 2391400G1164 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 2,421

注射薬 2391400G4058 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 2,421

注射薬 3334403A2194 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリン国
際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 757

注射薬 3999407D3109 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット１００「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 1,419

注射薬 3999411H1031 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 1,267

注射薬 3999411H7030 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 437

注射薬 3999411H8036 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 696

注射薬 6131403D1225 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 217

注射薬 6131403D2221 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 382

注射薬 6132401D1088 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 トキオ注射用０．２５ｇ イセイ 後発品 92

注射薬 6132401D2114 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 トキオ注射用０．５ｇ イセイ 後発品 102

注射薬 6132401D4184 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 トキオ注射用２ｇ イセイ 後発品 391

注射薬 6132408F3172 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 294

注射薬 6132408F4152 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム静注用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 588

注射薬 6132419F1119 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 382

注射薬 6132419F2131 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 503

注射薬 6134407A2101 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 85

注射薬 6134407A3094 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 108

注射薬 6135400F1116 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 143

注射薬 6135400F2210 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用１ｇ「日
医工」

日医工 後発品 197

注射薬 6135400F3224 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用２ｇ「日
医工」

日医工 後発品 269

注射薬 6139501D1087 イミペネム水和物・シラスタチン
ナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 イミスタン点滴静注用０．２５ｇ 日医工 後発品 771

注射薬 6290401A2222 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,141
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注射薬 6290401A3210 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,845

注射薬 7219415A1049 イオヘキソール ３０．２０％５０ｍＬ１瓶 イオベリン１４０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,372

注射薬 7219415A2045 イオヘキソール ３０．２０％２２０ｍＬ１瓶 イオベリン１４０注２２０ｍＬ テバ製薬 後発品 6,038

注射薬 7219415A3041 イオヘキソール ３８．８２％１０ｍＬ１瓶 イオベリン１８０注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 353

注射薬 7219415A4048 イオヘキソール ５１．７７％１０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 471

注射薬 7219415A5044 イオヘキソール ５１．７７％２０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 941

注射薬 7219415A6040 イオヘキソール ５１．７７％５０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 2,353

注射薬 7219415A7047 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 4,705

注射薬 7219415G1068 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ１筒 イオベリン２４０注シリンジ１００ｍＬ テバ製薬 後発品 4,917

注射薬 7219415H2086 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 イオヘキソール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,913

注射薬 7219415H7045 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１袋 イオヘキソール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,913

注射薬 7223401A1112 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 603

注射薬 7223401A2070 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 1,237

注射薬 7223401A3093 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 2,559

外用薬 1319720Q3175 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「わかも
と」

わかもと製薬 後発品 186.50

外用薬 1319720Q5119 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．３％「わか
もと」

わかもと製薬 後発品 10.90

外用薬 1319720Y2063 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 アイケア点眼液０．３％ 科研製薬 後発品 430.00

外用薬 1319746Q1100 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 96.30

外用薬 2259707S1179 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 18.00

外用薬 2259707S2175 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 29.80

外用薬 2259707S3171 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 41.80

外用薬 2399715X1031 メサラジン １ｇ１個 メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 554.40

外用薬 2646701N2178 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム０．
１２％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.00

外用薬 2646720M1098 プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス
テル軟膏０．３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.30

外用薬 2646720N1107 プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス
テルクリーム０．３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.30

外用薬 2646721M1092 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチ
ゾン

０．１％１ｇ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏
０．１％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 11.10

外用薬 2646722M1160 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 10.30

外用薬 2699709M1036 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 89.70

外用薬 2699709M1044 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 89.70

外用薬 2699709M1052 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 89.70

外用薬 2699709M1060 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 高田製薬 後発品 89.70

外用薬 8219700S5034 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6030 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7037 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8033 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9030 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 8,044.90
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内用薬 2171022F1428 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 13.50

内用薬 2171022F2424 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 23.10

内用薬 2325003B2126 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「日医工」 日医工 後発品 23.30

内用薬 2325003F3191 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.50

内用薬 2325003F4210 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 13.50

内用薬 6132002F1099 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 セファレキシン錠２５０「日医工」 日医工 後発品 10.70

内用薬 6132005C1231 セファクロル １００ｍｇ１ｇ セファクロル細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 10.50
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内用薬 6132005C2106 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ セファクロル細粒２０％「日医工」 日医工 後発品 19.80

内用薬 6152005F1087 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 塩酸ミノサイクリン錠５０「日医工」 日医工 後発品 14.90

内用薬 6152005M2082 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 塩酸ミノサイクリンカプセル１００「日医
工」

日医工 後発品 28.00

注射薬 4291403A1126 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 3,311

注射薬 4291403A2122 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7,834

注射薬 4291403A3129 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 19,646

注射薬 6131403D1217 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 149

注射薬 6131403D2213 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 244

注射薬 6132418F1130 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 セフタジジム静注用０．５ｇ「日医工」 日医工 後発品 482

注射薬 6132418F2153 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 セフタジジム静注用１ｇ「日医工」 日医工 後発品 652

外用薬 1329707Q1246 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」２８噴
霧用

日医工ファーマ 後発品 429.00

外用薬 1329707Q3192 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」５６噴
霧用

日医工ファーマ 後発品 968.10

外用薬 2260701F1352 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 日医工 後発品 2.00

外用薬 2612701Q3423 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード液１０％「日医工」 日医工 後発品 12.20

外用薬 2619700Q1265 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール液０．１％「日医工」 日医工 後発品 7.20

外用薬 2619702Q3224 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「日医
工」

日医工 後発品 9.30

外用薬 2619716Q1223 アルキルジアミノエチルグリシ
ン塩酸塩

１０％１０ｍＬ 両性石ケン液１０％「日医工」 日医工 後発品 7.90

外用薬 2619819X1157 チオ硫酸ナトリウム水和物・エ
タノール

１０ｍＬ ハイポエタノール消毒液２％「日医工」 日医工 後発品 7.90
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内用薬 2171022F3293 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2171022F4290 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 28.00

内用薬 2171022Q1070 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」 大正薬品工業 後発品 17.90

内用薬 2171022Q2077 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「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 33.70

内用薬 3961008F1349 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 10.30

内用薬 3961008F2345 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 24.40

内用薬 4291009F1250 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 456.00

内用薬 4490027F1197 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 66.10

注射薬 2413400D3127 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ７５単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」７５注用 大正薬品工業 後発品 1,585

注射薬 2413400D5049 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １００単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」１００注用 大正薬品工業 後発品 1,971

注射薬 2413400D4107 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」１５０注用 大正薬品工業 後発品 2,268

注射薬 1190401G1182 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 3,368

注射薬 4291403A1118 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 3,311

注射薬 4291403A2114 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 7,834

注射薬 4291403A3110 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 16,978

注射薬 4224403D1111 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 3,169

注射薬 4224403D2118 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 12,618

外用薬 1319739Q1282 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 512.00
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内用薬 1124003F2281 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.40

内用薬 1124003F2290 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.40

内用薬 1124007F1143 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F2247 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.10

内用薬 1124009F2084 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1124022F1083 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00

内用薬 1124022F2110 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1124026F1324 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1129009F3060 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 26.90

内用薬 1129009F4067 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 42.80

内用薬 1139004G1067 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠１００ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 8.10

内用薬 1139005B1056 ゾニサミド ２０％１ｇ ゾニサミド散２０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.90

内用薬 1139005F1040 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 20.90

内用薬 1149019F1633 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1149029F1157 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 11.50

内用薬 1169002B1116 トリヘキシフェニジル塩酸塩 １％１ｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩散１％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 19.80

内用薬 1169012F1200 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F2207 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 101.30

内用薬 1179020F1244 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179020F2100 ハロペリドール １ｍｇ１錠 ハロペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179020F3298 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179020F4073 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 ハロペリドール錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1179020F5142 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 ハロペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1179041F1327 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F2323 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F3311 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 36.20

内用薬 1190004F1161 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1190011F1030 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 1,106.00

内用薬 1190012F1310 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 167.00

内用薬 1190012F2316 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 249.20

内用薬 1190012F3320 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 167.00

内用薬 1190012F4327 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 249.20

内用薬 1190012F5030 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 429.00

内用薬 1190012F5048 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5056 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5064 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 429.00
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内用薬 1190012F5072 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 429.00

内用薬 1190012F5080 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5099 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 386.10

内用薬 1190012F5102 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 429.00

内用薬 1190012F5110 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5129 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5137 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 429.00

内用薬 1190012F5145 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5153 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5161 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 429.00

内用薬 1190012F5170 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5188 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5196 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5200 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5218 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5226 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5234 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 429.00

内用薬 1190012F5242 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 429.00

内用薬 1190012F5250 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 429.00

内用薬 1190012F5269 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 429.00

内用薬 1190012F6036 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6044 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6052 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6060 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 429.00

内用薬 1190012F6079 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6087 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6095 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 386.10

内用薬 1190012F6109 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 429.00

内用薬 1190012F6117 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6125 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 429.00

内用薬 1190012F6133 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6141 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6150 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6168 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 429.00

内用薬 1190012F6176 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6184 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6192 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6206 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 429.00

内用薬 1190012F6214 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6222 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6230 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 429.00
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内用薬 1190012F6249 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 429.00

内用薬 1190012F6257 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 429.00

内用薬 1190012F6265 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 429.00

内用薬 1190012F6273 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 429.00

内用薬 1190012F6281 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「モチダ」 ダイト 後発品 429.00

内用薬 1190012F6290 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

救急薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012Q3038 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 441.80

内用薬 1190012Q3046 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 441.80

内用薬 1190012S1032 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 149.80

内用薬 1190012S2039 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 223.50

内用薬 1190012S3027 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 384.70

内用薬 1190012S3035 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 384.70

内用薬 1219003D1042 ピペリジノアセチルアミノ安息
香酸エチル

２０％１ｇ ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル
顆粒２０％「日医工」

日医工 後発品 6.20

内用薬 1219003F1060 ピペリジノアセチルアミノ安息
香酸エチル

１００ｍｇ１錠 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル
錠１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 1231009F1100 メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠 メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1231013D1083 チキジウム臭化物 ２％１ｇ チキジウム臭化物顆粒２％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 11.80

内用薬 1231013M1083 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 1231013M1091 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80

内用薬 1231013M2195 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.90

内用薬 1231013M2209 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.90

内用薬 1249009F1414 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 1249009F1422 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1249010F1271 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 1249010F1280 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 1249010F1298 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1339002F1500 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1339005F1458 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 1339005F2225 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2119003F2634 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2119003M1289 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2119004F1055 デノパミン ５ｍｇ１錠 デノパミン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.20

内用薬 2119004F2051 デノパミン １０ｍｇ１錠 デノパミン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.70

内用薬 2119006F3022 ピモベンダン ０．６２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠０．６２５ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 後発品 40.40

内用薬 2123005F1265 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2123009F3649 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.60

内用薬 2123009F3657 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2123011F1317 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 13.40

内用薬 2123011F2577 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.80

内用薬 2123016F1123 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 28.50

内用薬 2123016F1131 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 18.30

内用薬 2123016F2200 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 54.10
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内用薬 2123016F2219 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 24.80

内用薬 2123016F3045 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ウェルビー錠０．６２５ｍｇ サンド 後発品 9.60

内用薬 2123016F3053 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2123016F3061 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2123016F3070 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2123016F3088 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 10.00

内用薬 2123016F3096 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 9.60

内用薬 2132004F1103 ヒドロクロロチアジド ２５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2132004F2037 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2132004F3025 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジドＯＤ錠１２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2133001F1620 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 15.20

内用薬 2133001F1638 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2144001F1259 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2144002F1300 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 10.50

内用薬 2144002F2357 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 14.40

内用薬 2144002F3272 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 21.80

内用薬 2144011F1074 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.20

内用薬 2144011F1082 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.80

内用薬 2144011F2070 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2144011F2089 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.70

内用薬 2144012F1095 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 41.40

内用薬 2144012F2091 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 72.20

内用薬 2149009F1081 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10

内用薬 2149009F2070 ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2149010F1165 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 2149010F1173 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2149010F2234 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 2149010F2242 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2149022F1087 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 ニルバジピン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2149022F2105 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 16.30

内用薬 2149026F1182 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.10

内用薬 2149026F1190 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.20

内用薬 2149026F2227 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 10.00

内用薬 2149026F2235 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 16.00

内用薬 2149026F3223 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 17.10

内用薬 2149026F3231 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.40

内用薬 2149026F4181 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 28.90

内用薬 2149026F4190 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 64.50

内用薬 2149027F1144 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90

内用薬 2149027F2167 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 14.80

内用薬 2149027F3163 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 25.50
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内用薬 2149031F1078 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 21.80

内用薬 2149031F2082 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 32.80

内用薬 2171006F1356 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2171006F1364 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171006F2158 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.30

内用薬 2171006F2166 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.30

内用薬 2171012F1220 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171012F2390 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171014M1163 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171014M2305 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171019F1108 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.50

内用薬 2171019F2082 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.10

内用薬 2171020F1232 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 ニトレンジピン錠５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 8.70

内用薬 2171022F3315 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 15.80

内用薬 2171022F4311 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 28.00

内用薬 2171022F6160 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 34.70

内用薬 2171022F6179 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 56.40

内用薬 2171022F6187 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 63.00

内用薬 2171022F6195 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 49.60

内用薬 2171022F6209 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.00

内用薬 2171022F6217 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 大興製薬 後発品 52.20

内用薬 2171022F6225 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F6233 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 49.60

内用薬 2171022F6241 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 46.40

内用薬 2171022F6250 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 52.20

内用薬 2171022Q1097 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「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 16.60

内用薬 2171022Q2093 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「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 31.20

内用薬 2171023F1082 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171023F2127 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.80

内用薬 2183005G2150 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 6.30

内用薬 2183005G2168 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2189010F1390 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＥＥ」 サンノーバ 後発品 26.90

内用薬 2189010F1403 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 19.20

内用薬 2189010F1411 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 19.20

内用薬 2189010F2418 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 サンノーバ 後発品 47.90

内用薬 2189010F2426 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 32.80

内用薬 2189010F2434 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 38.00

内用薬 2189011F1254 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 46.00

内用薬 2189011F1262 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 35.70

内用薬 2189011F2226 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 71.30

内用薬 2189011F3206 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 218.50
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内用薬 2189015F1228 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 36.10

内用薬 2189015F2224 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 68.90

内用薬 2189015F3026 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 40.10

内用薬 2189015F4022 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 76.50

内用薬 2189016F1036 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1044 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1052 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 39.80

内用薬 2189016F1060 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1079 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.80

内用薬 2189016F1087 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.80

内用薬 2189016F1095 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.80

内用薬 2189016F1109 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 39.80

内用薬 2189016F1117 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1125 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1133 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1141 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 39.80

内用薬 2189016F1150 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 39.80

内用薬 2189016F1168 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1176 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1184 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.80

内用薬 2189016F1192 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 39.80

内用薬 2189016F1206 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 39.80

内用薬 2189016F1214 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 39.80

内用薬 2189016F1222 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1230 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 39.80

内用薬 2189016F1249 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1257 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 39.80

内用薬 2189016F1265 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F2032 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2040 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2059 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 75.50

内用薬 2189016F2067 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2075 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 75.50

内用薬 2189016F2083 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 75.50

内用薬 2189016F2091 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 75.50

内用薬 2189016F2105 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 75.50

内用薬 2189016F2113 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2121 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2130 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2148 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 75.50

内用薬 2189016F2156 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 75.50
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内用薬 2189016F2164 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2172 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2180 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 75.50

内用薬 2189016F2199 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 75.50

内用薬 2189016F2202 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 75.50

内用薬 2189016F2210 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 75.50

内用薬 2189016F2229 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2237 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 75.50

内用薬 2189016F2245 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2253 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 75.50

内用薬 2189016F2261 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F3039 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3047 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3055 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 143.20

内用薬 2189016F3063 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3071 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 143.20

内用薬 2189016F3080 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 143.20

内用薬 2189016F3098 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 143.20

内用薬 2189016F3101 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 143.20

内用薬 2189016F3110 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 143.20

内用薬 2189016F3128 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 143.20

内用薬 2189016F3136 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 143.20

内用薬 2189016F4035 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.80

内用薬 2189016F5031 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 75.50

内用薬 2190005F1292 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.40

内用薬 2190005F1306 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2190005F2191 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190005F2205 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2190006M1202 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

１００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル１００ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 2190006M2225 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル２００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2190018F2156 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１ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190018F3179 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２ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190021F1453 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60

内用薬 2190021F1461 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 9.60

内用薬 2190022F1202 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錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 11.40

内用薬 2223001B1252 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１
０％「日医工」

日医工 後発品 9.10

内用薬 2223001F2137 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１
５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2233002F1301 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F2120 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 7.90

内用薬 2233002Q1132 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％「テ
バ」

テバ製薬 後発品 2.60

内用薬 2234001F1347 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.00
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内用薬 2234001F1355 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.00

内用薬 2234001Q1127 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％
「イセイ」

イセイ 後発品 1.40

内用薬 2239001F1750 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「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2239001F1769 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「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2239001N1160 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４
５ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 37.90

内用薬 2239001Q1182 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％「トーワ」

東和薬品 後発品 5.10

内用薬 2239001S1139 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０．７５％
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 6.20

内用薬 2251001F1089 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2251001F1097 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2252006R2049 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．５％１ｇ フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小児用
０．５％「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 36.20

内用薬 2254001F1102 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 2259002R1118 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％
「タカタ」

高田製薬 後発品 9.00

内用薬 2259004F1161 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2322001D1316 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒９９％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.20

内用薬 2323001D3073 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

１％１ｇ アズレン顆粒１％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2323001F1250 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

２ｍｇ１錠 アズレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2325001F1556 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2325001F1564 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2325001F2250 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン錠４００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 7.00

内用薬 2325002F1267 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.70

内用薬 2325002F1275 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.70

内用薬 2325002F2182 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 2325002F2190 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.40

内用薬 2325003F1318 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60

内用薬 2325003F1326 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 2325005F1040 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.40

内用薬 2325005M1162 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 26.80

内用薬 2325005M2118 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 2325005M2126 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 16.60

内用薬 2329008C1135 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329008D1181 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「日医工」 日医工 後発品 6.20

内用薬 2329008S1121 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「日医工」 日医工 後発品 2.90

内用薬 2329022H1205 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 64.80

内用薬 2329022H2171 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 40.00

内用薬 2354003F2359 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 5.00

内用薬 2354003F2367 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00

内用薬 2354003F2375 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.00

内用薬 2359005S1291 ピコスルファートナトリウム水和
物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 9.90

内用薬 2362001F1126 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.00

内用薬 2362001F1134 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2362001F2238 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 6.20
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内用薬 2362001F2246 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 5.80

内用薬 2399004C1107 メトクロプラミド ２％１ｇ メトクロプラミド細粒２％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2399004F1235 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F1213 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F1221 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2399005F2333 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F2341 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2399006C1190 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 7.20

内用薬 2399006F1544 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399006F1552 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2478001G1160 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍ
ｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 64.10

内用薬 2491001F5188 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2491001F5196 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2491001F6206 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.80

内用薬 2491001F6214 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2491001F6222 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2590002F1509 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「フ
ソー」

ダイト 後発品 10.40

内用薬 2590005F3157 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 4.50

内用薬 2590005F3165 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2590008F1166 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 41.80

内用薬 2590008F2162 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 89.70

内用薬 2590008N1217 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 28.10

内用薬 2590008N2213 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 48.20

内用薬 3112001M1275 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「ＥＥ」

サンノーバ 後発品 6.50

内用薬 3112001M1283 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 6.50

内用薬 3112001M1291 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3112001M1305 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3112001M2344 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「ＥＥ」

サンノーバ 後発品 9.90

内用薬 3112001M2352 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 9.90

内用薬 3112001M3332 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１μｇ「Ｅ
Ｅ」

サンノーバ 後発品 19.30

内用薬 3112001M3340 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１μｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 19.30

内用薬 3112001M4231 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３μｇ「Ｅ
Ｅ」

サンノーバ 後発品 63.70

内用薬 3112001M4240 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３μｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 52.80

内用薬 3112004M1180 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 8.40

内用薬 3122008F1053 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3131002D1151 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル顆粒１０％「イ
セイ」

イセイ 後発品 6.20

内用薬 3131002F1322 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 5.40

内用薬 3133001B1215 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン散２０％「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.20

内用薬 3136004F1093 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン錠２５０μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3136004F2243 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3136004F2251 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60
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内用薬 3160002M2176 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 20.90

内用薬 3222013F1149 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3321002F2420 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 3327002F1185 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「三恵」 三恵薬品 後発品 6.30

内用薬 3399004M1360 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 14.70

内用薬 3399005F1250 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＡＦＰ」 シオノケミカル 後発品 46.20

内用薬 3399005F1269 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.80

内用薬 3399005F2087 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 60.60

内用薬 3919300F1203 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 肝臓加水分解物腸溶錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 3943001F1616 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3943001F2272 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3961007F1220 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961007F2111 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961008F4097 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.30

内用薬 3961008F5093 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.40

内用薬 3961008F6081 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 3969003F1123 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 13.20

内用薬 3969003F2120 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 23.40

内用薬 3999003F1343 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「フ
ソー」

ダイト 後発品 22.30

内用薬 3999008F1419 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.50

内用薬 3999008F1427 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 8.30

内用薬 3999013F1320 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 43.70

内用薬 3999013F1339 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 43.70

内用薬 3999014F1023 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 325.70

内用薬 3999014F1031 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 325.70

内用薬 3999014F2020 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 575.30

内用薬 3999014F2038 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 575.30

内用薬 3999014F3026 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠１．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 802.50

内用薬 3999014F4022 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 タクロリムス錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 1,417.50

内用薬 3999014F5029 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 2,156.10

内用薬 3999014F5037 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,156.10

内用薬 3999017M1034 ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０
ｍｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 207.80

内用薬 3999017M1042 ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０
ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 207.80

内用薬 3999018F1153 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 48.00

内用薬 3999018F2150 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 380.40

内用薬 4229101M1068 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンエヌピー配合カプセルＴ２０ ニプロ 後発品 430.00

内用薬 4229101M1076 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンメイジ配合カプセルＴ２０ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 430.00

内用薬 4229101M1084 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テノックス配合カプセルＴ２０ あすか製薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M1092 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テメラール配合カプセルＴ２０ 共和薬品工業 後発品 430.00

内用薬 4229101M2064 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンエヌピー配合カプセルＴ２５ ニプロ 後発品 517.30

内用薬 4229101M2072 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンメイジ配合カプセルＴ２５ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 517.30
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内用薬 4229101M2080 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テノックス配合カプセルＴ２５ あすか製薬 後発品 517.30

内用薬 4229101M2099 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テメラール配合カプセルＴ２５ 共和薬品工業 後発品 517.30

内用薬 4291011F1036 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1044 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1052 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1060 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 後発品 1,842.40

内用薬 4413004F1286 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 4419002Q1125 ｄ－クロルフェニラミンマレイン
酸塩

０．０４％１０ｍＬ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロッ
プ０．０４％「トーワ」

東和薬品 後発品 12.40

内用薬 4419006F1416 ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 4490003R1317 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ケトチフェンドライシロップ小児用０．１％
「フソー」

ダイト 後発品 18.10

内用薬 4490004F1102 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 4490004F1110 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 4490005F1573 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 21.70

内用薬 4490014F1262 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 24.00

内用薬 4490014F2307 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 37.90

内用薬 4490016M1082 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 36.40

内用薬 4490016M2089 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 36.40

内用薬 4490020R1043 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％
「日医工」

日医工 後発品 162.60

内用薬 4490023F1253 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1261 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 45.40

内用薬 4490023F1270 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F1288 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F2250 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2268 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 35.40

内用薬 4490023F2276 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023F2284 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023F3078 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3086 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド　エーザイ 後発品 52.90

内用薬 4490023F3094 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 52.90

内用薬 4490023F3108 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F4058 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F4066 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023R1020 フェキソフェナジン塩酸塩 ６％１ｇ フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 99.20

内用薬 4490025F1287 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 28.40

内用薬 4490025F2283 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 36.10

内用薬 6132002R4094 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ セファレキシンドライシロップ小児用５
０％「日医工」

日医工 後発品 22.20

内用薬 6132005M1229 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 23.40

内用薬 6132005M1237 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.40

内用薬 6132009C1108 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ セフテラムピボキシル細粒小児用１０％
「日医工」

日医工 後発品 61.80

内用薬 6132011F1101 セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 42.50

内用薬 6132011F1110 セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 48.20
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内用薬 6132013C1147 セフジニル １００ｍｇ１ｇ セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 62.30

内用薬 6132013M1126 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 37.20

内用薬 6132013M2149 セフジニル １００ｍｇ１カプセル セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 41.80

内用薬 6149002F1169 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 26.90

内用薬 6149004C1048 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 216.00

内用薬 6149004C1056 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 216.00

内用薬 6149004C1064 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 216.00

内用薬 6149004C1072 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒１０％小児用「ＫＮ」 小林化工 後発品 216.00

内用薬 6149004C1080 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカ
タ」

高田製薬 後発品 216.00

内用薬 6149004F1036 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 全星薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1044 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1052 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1060 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 162.80

内用薬 6149004F1079 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 162.80

内用薬 6149004F1087 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 162.80

内用薬 6149004F1095 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 162.80

内用薬 6149004F1109 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 162.80

内用薬 6149004F1117 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1125 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1133 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 162.80

内用薬 6149004F1141 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1150 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1168 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 162.80

内用薬 6149004F1176 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 162.80

内用薬 6149004F1184 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F3020 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１錠 アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 148.50

内用薬 6149004F4027 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 325.60

内用薬 6149004F4035 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 325.60

内用薬 6149004M1035 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 148.50

内用薬 6149004M1043 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 148.50

内用薬 6149004M1051 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 148.50

内用薬 6152005D1108 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.00

内用薬 6152005F1095 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.10

内用薬 6152005F1109 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.10

内用薬 6152005F2113 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.10

内用薬 6152005F2121 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 30.10

内用薬 6219001H1080 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 31.00

内用薬 6219001H2079 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 18.50

内用薬 6241006F1156 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 20.80

内用薬 6241008F1120 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 12.90

内用薬 6241008F1139 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 43.30
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内用薬 6241008F2160 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 50.00

内用薬 6250002D1199 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル顆粒４０％「トーワ」 東和薬品 後発品 117.60

内用薬 6250002F1262 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.60

内用薬 6250002F2269 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル錠４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 91.00

内用薬 6250019D1038 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 323.80

内用薬 6250019D1046 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「トーワ」 東和薬品 後発品 323.80

内用薬 6250019D1054 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「日医工」 日医工 後発品 323.80

内用薬 6250019D1062 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 323.80

内用薬 6250019F1039 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1047 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1055 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1063 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1071 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 268.90

内用薬 6250019F1080 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1098 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 268.90

内用薬 6250019F1101 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 268.90

内用薬 6250019F1110 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 268.90

内用薬 6250019F1128 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1136 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1144 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 268.90

内用薬 6250019F1152 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 268.90

内用薬 6250019F1160 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 268.90

内用薬 6250019F1179 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1187 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「オーハラ」 エール薬品 後発品 268.90

内用薬 6250019F1195 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 268.90

内用薬 6250019F1209 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1217 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1225 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1233 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1241 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 268.90

内用薬 6250019F1250 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1268 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1276 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 268.90

内用薬 6250019F1284 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 268.90

内用薬 6250019F1292 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓器」 東洋カプセル 後発品 268.90

内用薬 6250019F1306 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 268.90

内用薬 6250019F1314 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 268.90

内用薬 6250019F1322 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F2027 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１包 バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 持田製薬 後発品 313.70

内用薬 6290005F1296 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 110.40

内用薬 6419001F1048 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 チニダゾール錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 44.70
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内用薬 6419001F2044 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 チニダゾール錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 121.60

内用薬 8119002N1023 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 帝國製薬 後発品 103.30

内用薬 8119002N2020 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 190.20

内用薬 8119002N3026 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 350.00

内用薬 8119002N4022 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 644.40

注射薬 1242401A1366 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 56

注射薬 2119404A1212 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 301

注射薬 2190406G1074 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アリプロスト注シリンジ５μｇ 富士製薬工業 後発品 1,869

注射薬 2190406G2097 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アリプロスト注シリンジ１０μｇ 富士製薬工業 後発品 2,234

注射薬 2325400A1220 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注射液２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56

注射薬 2391400A3180 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 1,563

注射薬 2391400A4187 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 2,400

注射薬 2399401A1130 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 56

注射薬 2499407G1038 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．
８８ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 20,840

注射薬 2499407G1046 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．
８８ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 20,840

注射薬 2499407G2034 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．
７５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 29,519

注射薬 2499407G2042 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．
７５ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 29,519

注射薬 3136403A1221 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 56

注射薬 3234401G1030 キシリトール ２０％２０ｍＬ１筒 キシリトール注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 197

注射薬 3319534A4178 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン輸液「ＮＰ」 ニプロ 後発品 155

注射薬 3319534A4186 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 155

注射薬 3319534A6138 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 273

注射薬 3334400A3049 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１瓶 ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 733

注射薬 3334400A5041 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位２０ｍＬ１瓶 ヘパリンＣａ注射液２万単位／２０ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 607

注射薬 3334400A6072 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍＬ１瓶 ヘパリンＣａ注射液５万単位／５０ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 1,325

注射薬 3334400A7044 ヘパリンカルシウム １００，０００単位１００ｍＬ１
瓶

ヘパリンＣａ注射液１０万単位／１００ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,933

注射薬 3999407D1238 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 252

注射薬 3999407D2242 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 691

注射薬 3999408A1279 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 344

注射薬 3999408G1409 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「ＡＦＰ」

シオノケミカル 後発品 448

注射薬 4224401A7033 シタラビン １ｇ１瓶 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 8,403

注射薬 4224401A8021 シタラビン ４００ｍｇ１瓶 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 3,796

注射薬 4224403D1120 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 2,596

注射薬 4224403D2126 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 12,618

注射薬 4240405A1053 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解
液付）

ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A2050 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液
付）

ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 43,164

注射薬 4240405A3030 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

大興製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A3048 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ケ
ミファ」

ナガセ医薬品 後発品 12,552

注射薬 4240405A3056 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A3064 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ
「トーワ」

東和薬品 後発品 12,552

注射薬 4240405A4036 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

大興製薬 後発品 43,164
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注射薬 4240405A4044 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ケ
ミファ」

ナガセ医薬品 後発品 43,164

注射薬 4240405A4052 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 43,164

注射薬 4240405A4060 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ
「トーワ」

東和薬品 後発品 43,164

注射薬 4240405A5032 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ
「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 12,552

注射薬 4240405A6039 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ
「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 43,164

注射薬 4240405A7027 ドセタキセル水和物 １２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液１２０ｍｇ／１２
ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 61,946

注射薬 6112400A1084 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注３００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 99

注射薬 6112400A3117 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注６００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 99

注射薬 6112401A1151 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注３００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 188

注射薬 6112401A2166 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注６００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 270

注射薬 6123404A1116 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 437

注射薬 6123404A2090 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 887

注射薬 6131403D1233 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 194

注射薬 6131403D1241 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注用１ｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 185

注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 297

注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注用２ｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 321

注射薬 6132419F1143 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 382

注射薬 6132419F2166 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 444

注射薬 6139500F1121 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 ワイスタール配合静注用０．５ｇ ニプロ 後発品 362

注射薬 6139500F2179 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ワイスタール配合静注用１ｇ ニプロ 後発品 422

注射薬 6139500G1089 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ ニプロ 後発品 721

注射薬 6152401F1146 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 188

注射薬 6250401A1077 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 872

注射薬 6250401F1244 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 872

注射薬 6290401A4080 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,475

注射薬 6290401A5086 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール静注２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 4,308

注射薬 6290401A6058 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,475

注射薬 7219412A9097 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412G1064 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,548

注射薬 7219412G2095 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 3,375

注射薬 7219412G6074 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 4,326

注射薬 7219415A8078 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 796

注射薬 7219415A9082 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,289

注射薬 7219415G9034 イオヘキソール ６４．７１％１１０ｍＬ１筒 イオパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 7,525

注射薬 7219415H1098 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 3,483

注射薬 7219415H2094 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 イオベリン３００注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 5,465

注射薬 7219415H3074 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,795

注射薬 7219415H4070 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 4,178

注射薬 7219415H5077 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 6,861

注射薬 7219415H7053 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１袋 イオヘキソール３００注バッグ１００ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 5,913

注射薬 7223401A1120 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩注０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 502
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外用薬 1141700J3153 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1149700J1108 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1149700J2104 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 22.00

外用薬 1319701Q3032 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液１％「わ
かもと」

わかもと製薬 後発品 281.80

外用薬 1319701Q4039 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わ
かもと」

わかもと製薬 後発品 398.30

外用薬 1319702Q3045 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 364.60

外用薬 1319702Q3053 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 364.60

外用薬 1319702Q3061 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ニットー」 東亜薬品 後発品 364.60

外用薬 1319702Q4041 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 525.70

外用薬 1319702Q4050 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 525.70

外用薬 1319702Q4068 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ニットー」 東亜薬品 後発品 525.70

外用薬 1319722Q1201 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 43.00

外用薬 1319722Q1210 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「日医工」 日医工 後発品 53.10

外用薬 1319722Q1228 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 43.00

外用薬 1319730Q1338 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 296.90

外用薬 1319730Q1346 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「日医工」 日医工 後発品 242.30

外用薬 1319743Q1041 ブロムフェナクナトリウム水和
物

０．１％１ｍＬ ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 78.10

外用薬 1329705Q1310 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ケトチフェン点鼻液０．０５％「サワイ」 沢井製薬 後発品 384.50

外用薬 1329707Q4024 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

８．１６ｍｇ１６ｍＬ１瓶 フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 日本臓器製薬 後発品 2,162.30

外用薬 2259707S1195 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 28.20

外用薬 2259707S2191 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.90

外用薬 2259707S3198 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 54.60

外用薬 2260700C1149 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

０．４％１ｇ アズレン含嗽用顆粒０．４％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.90

外用薬 2399709E1043 セチルピリジニウム塩化物水
和物

２ｍｇ１錠 セチルピリジニウム塩化物トローチ２ｍｇ
「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.60

外用薬 2529706H1050 チニダゾール ２００ｍｇ１個 チニダゾール腟錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 51.20

外用薬 2559808M1039 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン １ｇ ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ製薬 後発品 18.00

外用薬 2612701Q3431 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 14.60

外用薬 2612701Q5027 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ１管 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケー
タ「オーツカ」１０ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 10.50

外用薬 2612701Q6023 ポビドンヨード １０％２５ｍＬ１管 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケー
タ「オーツカ」２５ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 16.80

外用薬 2619702Q1272 クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液
ＥＷ０．５％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 6.30

外用薬 2619716Q1231 アルキルジアミノエチルグリシ
ン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩
消毒用液１０％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 7.30

外用薬 2639700N1067 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 東和薬品 後発品 31.80

外用薬 2639700Q1063 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジフロキサシンローション１％「トーワ」 東和薬品 後発品 31.80

外用薬 2649950M1178 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ゲル０．３％「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.60

外用薬 2655700N1192 クロトリマゾール １％１ｇ クロトリマゾールクリーム１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 6.90

外用薬 2655708N1288 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 10.80

外用薬 2655708N1296 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.40

外用薬 2659708N1090 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 東和薬品 後発品 30.80

外用薬 2659708Q1070 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」 東和薬品 後発品 30.80

外用薬 2659710N1209 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 19.30

外用薬 2659710Q1108 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩外用液１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 19.30

16



外用薬 2669701N1079 尿素 １０％１ｇ アセチロールクリーム１０％ ポーラファルマ 後発品 5.70

外用薬 2669701N1087 尿素 １０％１ｇ ベギンクリーム１０％ 藤永製薬 後発品 5.70

外用薬 2669701N2075 尿素 ２０％１ｇ アセチロールクリーム２０％ ポーラファルマ 後発品 5.70

外用薬 2669701N2083 尿素 ２０％１ｇ ベギンクリーム２０％ 藤永製薬 後発品 5.70

外用薬 3339950M1145 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテン油性クリーム０．３％ 日医工 後発品 10.80

外用薬 3339950N1051 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.80

外用薬 3339950N1060 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 8.80

外用薬 3339950Q1090 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ローション０．３％「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 8.80

外用薬 3339950R1096 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 20.20

外用薬 6250701M1078 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル軟膏５％「トーワ」 東和薬品 後発品 161.50

外用薬 8219700S5050 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6057 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7053 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8050 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「テ
ルモ」

帝國製薬 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9056 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「テ
ルモ」

帝國製薬 後発品 8,044.90

平成２５年９月２日
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て加算等の算定
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医薬品

薬価

内用薬 6149002F1150 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 31.60

平成２５年８月１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 1179038S2060 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１包 リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 32.00

注射薬 1179038S3067 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 リスペリドン内用液１ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 57.80

注射薬 1179038S4063 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 リスペリドン内用液２ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 104.50

注射薬 1179038S5051 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 リスペリドン内用液３ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 150.90

平成２５年７月１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 3211002F1040 乳酸カルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 5.60

注射薬 3334400A4045 ヘパリンカルシウム １０，０００単位１０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム注１万単位／１０ｍＬ
「ＡＹ」

エイワイファーマ 後発品 375

注射薬 3334400A6064 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム注５万単位／５０ｍＬ
「ＡＹ」

エイワイファーマ 後発品 1,032

注射薬 6132419F1135 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 382

注射薬 6132419F2158 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 444

平成２５年６月２１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 1124003F2273 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.40
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内用薬 1124003F3164 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F1127 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F1135 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1124007F2220 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F2239 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1124009F1320 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 7.60

内用薬 1124009F1339 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1124009F1347 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.60

内用薬 1124009F1355 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7.60

内用薬 1124009F3030 ブロチゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.60

内用薬 1124013C1061 オキサゾラム １０％１ｇ オキサゾラム細粒１０％「イセイ」 イセイ 後発品 10.70

内用薬 1124017F2216 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124017F4219 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124017F5096 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 ジアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124026F1316 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1124029F1123 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.20

内用薬 1124029F2090 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.80

内用薬 1129007F1115 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.80

内用薬 1129007F1123 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 1129007F2090 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.80

内用薬 1129007F2103 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.00

内用薬 1139004G1059 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.10

内用薬 1139004G2071 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 12.70

内用薬 1139004Q1119 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医
工」

日医工 後発品 6.50

内用薬 1147002F1617 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 1147002F1625 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1147002N1190 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7.70

内用薬 1149019C1173 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.60

内用薬 1149019F1609 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.80

内用薬 1149019F1617 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 6.10

内用薬 1149019F1625 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10

内用薬 1149029F1149 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 1149032F1124 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 10.50

内用薬 1149032F2163 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.40

内用薬 1169005F1260 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「フソー」 ダイト 後発品 48.60

内用薬 1169012F1030 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＡＡ」

あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1049 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1057 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド エーザイ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1065 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＦＦＰ」

富士フイルムファーマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1073 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 29.60

内用薬 1169012F1081 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 29.60

18



内用薬 1169012F1090 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 29.60

内用薬 1169012F1103 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 29.60

内用薬 1169012F1111 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 29.60

内用薬 1169012F1120 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 29.60

内用薬 1169012F1138 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 29.60

内用薬 1169012F1146 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ザイダス」

ザイダスファーマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1154 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1162 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1170 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 29.60

内用薬 1169012F1189 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 29.60

内用薬 1169012F1197 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F2037 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2045 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2053 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2061 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2070 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 101.30

内用薬 1169012F2088 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2096 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 101.30

内用薬 1169012F2100 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 101.30

内用薬 1169012F2118 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 101.30

内用薬 1169012F2126 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 101.30

内用薬 1169012F2134 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 101.30

内用薬 1169012F2142 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ザイ
ダス」

ザイダスファーマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2150 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2169 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2177 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 101.30

内用薬 1169012F2185 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 101.30

内用薬 1169012F2193 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F3025 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 29.60

内用薬 1169012F4021 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 101.30

内用薬 1169101F1170 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ１００ ダイト 後発品 14.20

内用薬 1169101F3033 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ５０ ダイト 後発品 7.00

内用薬 1179012F1169 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179012F1177 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1179012F2092 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.30

内用薬 1179012F2106 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 9.30

内用薬 1179019F1071 ヒドロキシジンパモ酸塩 ２５ｍｇ１錠 ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 1179025F1271 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.00

内用薬 1179025F1280 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.00

内用薬 1179025F1298 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.00

内用薬 1179025F1301 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
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内用薬 1179025F2235 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.30

内用薬 1179025F2243 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 1179025F2251 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 1179025F2260 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 1179025F3037 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.80

内用薬 1179028C1104 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.70

内用薬 1179028F1097 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179028F2140 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.60

内用薬 1179028F3073 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠６ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 19.20

内用薬 1179034F1068 セチプチリンマレイン酸塩 １ｍｇ１錠 セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 1179038F5070 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 21.90

内用薬 1179038F6076 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 39.60

内用薬 1179038F7064 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.70

内用薬 1179038F7072 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 12.20

内用薬 1179038F8052 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 35.00

内用薬 1179038F8060 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 57.40

内用薬 1179041F1319 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F2315 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F3265 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3273 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 36.20

内用薬 1179041F3281 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3290 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3303 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F6027 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.20

内用薬 1179042F5041 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 48.00

内用薬 1190004C1106 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 22.80

内用薬 1190004F1145 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.80

内用薬 1190004F1153 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1190004F2133 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.40

内用薬 1190014F2048 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 781.10

内用薬 1190014F2056 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 781.10

内用薬 1222001F1112 クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠 クロルゾキサゾン錠２００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.40

内用薬 1225001F1149 クロルフェネシンカルバミン酸
エステル

１２５ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠
１２５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1225001F2277 クロルフェネシンカルバミン酸
エステル

２５０ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠
２５０ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1249009F1392 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.60

内用薬 1249009F1406 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1249010D1084 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ チザニジン顆粒０．２％「日医工」 日医工 後発品 13.40

内用薬 1249010F1255 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1249010F1263 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1339005F1431 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 6.00

内用薬 1339005F1440 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 6.00
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内用薬 1339005F2217 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 6.30

内用薬 2123005F1257 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2123014F1116 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.80

内用薬 2123014F1124 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 7.80

内用薬 2123014F1132 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.80

内用薬 2123014F2228 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 13.10

内用薬 2123014F2236 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 11.10

内用薬 2123014F2244 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.10

内用薬 2129002M1132 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 16.40

内用薬 2129002M1140 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.60

内用薬 2129002M2236 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 23.70

内用薬 2129003M1170 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 6.80

内用薬 2129003M1188 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 6.80

内用薬 2129003M1196 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 6.80

内用薬 2129003M2192 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 13.80

内用薬 2129003M2206 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 13.80

内用薬 2129005F1200 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 22.40

内用薬 2129007F1063 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 24.50

内用薬 2129007F2060 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 40.10

内用薬 2129008M1130 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 26.60

内用薬 2129008M2144 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 47.80

内用薬 2132003F1419 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 6.00

内用薬 2132003F1427 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2133001F1603 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2133001F1611 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2135001F1136 メフルシド ２５ｍｇ１錠 メフルシド錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2144002F1296 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 16.60

内用薬 2144002F2349 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 29.30

内用薬 2144002F3264 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 35.00

内用薬 2144006F1103 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 リシノプリル錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 11.40

内用薬 2144006F1111 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 リシノプリル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.70

内用薬 2144006F2142 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.20

内用薬 2144006F2150 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 15.70

内用薬 2144006F3106 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2144006F3114 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.40

内用薬 2144012F1087 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 41.40

内用薬 2144012F2083 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 72.20

内用薬 2149010F1157 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7.30

内用薬 2149010F2226 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 2149014M1065 プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 36.40

内用薬 2149026F1174 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.60
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内用薬 2149026F2219 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 15.10

内用薬 2149026F3215 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 26.50

内用薬 2149026F4173 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 56.10

内用薬 2149027F1136 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90

内用薬 2149027F2159 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.80

内用薬 2149027F3155 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.50

内用薬 2149029F1097 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 24.50

内用薬 2149029F2093 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 38.20

内用薬 2149032F1129 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.40

内用薬 2149032F2125 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 61.70

内用薬 2149043F1038 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1046 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 22.10

内用薬 2149043F1054 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 22.10

内用薬 2149043F1062 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1070 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 22.10

内用薬 2149043F1089 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 22.10

内用薬 2149043F1097 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1100 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 22.10

内用薬 2149043F1119 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 22.10

内用薬 2149043F1127 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.10

内用薬 2149043F1135 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 22.10

内用薬 2149043F2034 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2042 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 39.30

内用薬 2149043F2050 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 39.30

内用薬 2149043F2069 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2077 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.30

内用薬 2149043F2085 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.30

内用薬 2149043F2093 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2107 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 39.30

内用薬 2149043F2115 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 39.30

内用薬 2149043F2123 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.30

内用薬 2149043F2131 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 39.30

内用薬 2171005F1327 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171005F2145 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.10

内用薬 2171008F1126 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 2171010F2626 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2171010F2634 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 2171010F3070 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.90

内用薬 2171021F1253 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 20.30

内用薬 2171021F2276 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 38.20

内用薬 2171021F3248 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 68.00
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内用薬 2171022F3307 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「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 20.00

内用薬 2171022F4303 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「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 37.60

内用薬 2171022F5237 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 34.70

内用薬 2171022F5245 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 34.70

内用薬 2171022F5253 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 63.00

内用薬 2171022F5261 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5270 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 56.40

内用薬 2171022F5288 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5296 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.70

内用薬 2171022F5300 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 後発品 46.40

内用薬 2171022F5318 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.00

内用薬 2171022F5326 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 63.00

内用薬 2171022F5334 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F5342 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 52.20

内用薬 2171022F5350 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 46.40

内用薬 2189008F1449 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.40

内用薬 2189010F1373 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.90

内用薬 2189010F1381 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「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 14.90

内用薬 2189010F2396 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 32.80

内用薬 2189010F2400 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「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 25.20

内用薬 2189011F1246 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 46.00

内用薬 2189011F2218 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 89.50

内用薬 2189011F3192 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 189.80

内用薬 2189015F1198 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 36.10

内用薬 2189015F1201 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1210 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F2194 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 68.90

内用薬 2189015F2208 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2216 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 68.90

内用薬 2190006M2217 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル２００ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190021F1445 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 2190022F1180 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錠１０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 11.40

内用薬 2190022F1199 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錠１０ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 後発品 17.80

内用薬 2233002F1280 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F1298 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2233002F2103 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.90

内用薬 2233002F2111 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.90

内用薬 2233002Q1124 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％
「トーワ」

東和薬品 後発品 2.60

内用薬 2233002R1065 カルボシステイン ３３．３％１ｇ カルボシステインＤＳ３３．３％「トーワ」 東和薬品 後発品 9.50

内用薬 2233002R2045 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 13.10

内用薬 2233002R2053 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインドライシロップ５０％「テ
バ」

テバ製薬 後発品 13.10
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内用薬 2239001F1726 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「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2239001F1734 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「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2239001F1742 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「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2239001S2046 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内用液０．３％
「日医工」

日医工 後発品 10.30

内用薬 2251001F2174 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2251001G1092 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.50

内用薬 2251001G2080 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.50

内用薬 2251001G3060 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2251001R1131 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ＤＳ小児用２０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 57.10

内用薬 2251001R1140 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２
０％「日医工」

日医工 後発品 49.30

内用薬 2259004F1153 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2259004Q1189 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／ｍ
Ｌ「テバ」

大正薬品工業 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1197 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／ｍ
Ｌ「日医工」

日医工 後発品 3.80

内用薬 2319001C2109 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．１％「フソー」 ダイト 後発品 15.40

内用薬 2319001C3032 塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．２％「フソー」 ダイト 後発品 32.20

内用薬 2319001M1337 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「フソー」 ダイト 後発品 15.00

内用薬 2325001F1548 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2325002F1259 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.60

内用薬 2325002F2174 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.30

内用薬 2325003B1103 ファモチジン １０％１ｇ ファモチジン散１０％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 98.70

内用薬 2325003B1111 ファモチジン １０％１ｇ ファモチジン散１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 146.10

内用薬 2325003B2134 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 18.80

内用薬 2325003B2142 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「トーワ」 東和薬品 後発品 29.40

内用薬 2325003F1288 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2325003F1296 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2325003F1300 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.20

内用薬 2325003F2306 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2325003F2314 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 13.50

内用薬 2325003F2322 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 27.10

内用薬 2325003F3213 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.50

内用薬 2325003F3221 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2325003F3230 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.20

内用薬 2325003F4236 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2325003F4244 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 13.50

内用薬 2325003F4252 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 27.10

内用薬 2329002D2059 アルジオキサ ２０％１ｇ アルジオキサ顆粒２０％「日医工」 日医工 後発品 5.90

内用薬 2329002D3055 アルジオキサ ２５％１ｇ アルジオキサ顆粒２５％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329002D4310 アルジオキサ ５０％１ｇ アルジオキサ顆粒５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329002F2173 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2329004C1161 セトラキサート塩酸塩 ４０％１ｇ セトラキサート塩酸塩細粒４０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.10

内用薬 2329004M1191 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル セトラキサート塩酸塩カプセル２００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.70
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内用薬 2329009M1437 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル スルピリドカプセル５０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 6.30

内用薬 2329011C1196 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.30

内用薬 2329011C2109 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.70

内用薬 2329012C1328 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 15.50

内用薬 2329012M1340 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 2329020F1124 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 7.70

内用薬 2329022H1191 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 102.10

内用薬 2329022H2163 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 54.90

内用薬 2344009C1047 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％〈ハチ〉 東洋製薬化成 後発品 13.60

内用薬 2344009C1055 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグミット細粒８３％ 協和化学工業 後発品 13.60

内用薬 2354003F2332 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00

内用薬 2354003F2340 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 生晃栄養薬品 後発品 5.00

内用薬 2359005F1226 ピコスルファートナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2359005R1117 ピコスルファートナトリウム水和
物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムドライシロップ
１％「日医工」

日医工 後発品 11.80

内用薬 2359005S1283 ピコスルファートナトリウム水和
物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「日医工」

日医工 後発品 9.90

内用薬 2362001F1118 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2362001F2203 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.70

内用薬 2362001F2211 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 2362001F2220 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2399005F1191 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2399005F1205 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2399005F2317 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2399005F2325 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2399006C1181 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 9.50

内用薬 2399006F1528 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2399006F1536 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2478001G1151 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 64.10

内用薬 2478002F1088 メドロキシプロゲステロン酢酸
エステル

２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠
２．５ｍｇ「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 12.20

内用薬 2590005F3149 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2590007F1269 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 33.30

内用薬 2590007F2257 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 52.70

内用薬 3112001M1259 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「テバ」

大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3112001M1267 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 6.50

内用薬 3112001M2310 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 9.90

内用薬 3112001M3308 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１．０μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 19.30

内用薬 3112001M4207 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３．０μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 63.70

内用薬 3131002C1083 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル細粒１０％「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 3131002F1314 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 3133001F3163 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3136004F1085 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3136004F2235 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60
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内用薬 3150002M1092 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル トコフェロール酢酸エステルカプセル１０
０ｍｇ「セイコー」

生晃栄養薬品 後発品 5.60

内用薬 3214001F1063 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム
水和物

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3321002F2412 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3399002F1311 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ダイト」 ダイト 後発品 20.30

内用薬 3399002F1320 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F1338 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 24.00

内用薬 3399002F2334 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 37.70

内用薬 3399002F2342 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.70

内用薬 3399002F2350 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 37.70

内用薬 3399002F2369 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.60

内用薬 3399002F3039 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F3047 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 68.10

内用薬 3399002F4035 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.60

内用薬 3399002F4043 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 118.10

内用薬 3399005F1218 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 24.80

内用薬 3399005F1226 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 24.80

内用薬 3399005F1234 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.90

内用薬 3399005F1242 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 27.60

内用薬 3399005F2060 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 38.40

内用薬 3399005F2079 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 62.90

内用薬 3399007H1110 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3929003C1075 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 日医工 後発品 73.20

内用薬 3929003M2034 球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセル 球形吸着炭カプセル２８６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.30

内用薬 3943001F1578 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3943001F1586 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.00

内用薬 3943001F1594 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 3943001F1608 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.20

内用薬 3943001F2230 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 3.10

内用薬 3943001F2248 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.00

内用薬 3943001F2256 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 3943001F2264 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 3.50

内用薬 3949002F1126 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3949002F2181 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 6.80

内用薬 3961003F1168 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F2229 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961007F1204 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F1212 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961007F2090 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F2103 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961008F3309 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 8.70

内用薬 3961008F4089 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 10.30

26



内用薬 3961008F5085 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.40

内用薬 3961008F6057 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F6065 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 8.70

内用薬 3961008F6073 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 8.70

内用薬 3969004F1284 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 16.80

内用薬 3969004F1292 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.80

内用薬 3969004F1306 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 20.90

内用薬 3969004F1314 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 20.90

内用薬 3969004F2280 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 23.40

内用薬 3969004F2299 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 23.40

内用薬 3969004F2302 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 28.80

内用薬 3969004F2310 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 28.80

内用薬 3969006F1062 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.70

内用薬 3969006F2069 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 31.60

内用薬 3999004M3102 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 67.90

内用薬 3999004M4109 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 151.70

内用薬 3999004M5105 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 244.40

内用薬 3999014M1030 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 575.30

内用薬 3999014M2037 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 325.70

内用薬 3999014M3033 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 2,156.10

内用薬 3999018F1145 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.00

内用薬 3999018F2141 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 380.40

内用薬 3999019F1239 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 63.90

内用薬 3999019F1247 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 63.90

内用薬 3999019F1255 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 63.90

内用薬 3999019F1263 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ塩錠２．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 63.90

内用薬 3999019F2057 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 401.60

内用薬 3999019F2065 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2073 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 401.60

内用薬 3999019F2081 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2090 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 401.60

内用薬 3999019F2103 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 401.60

内用薬 3999019F2111 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 446.20

内用薬 3999019F2120 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 401.60

内用薬 3999019F2138 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 401.60

内用薬 3999019F2146 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 446.20

内用薬 3999019F2154 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 446.20

内用薬 3999019F2162 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 446.20

内用薬 3999019F2170 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 446.20

内用薬 3999019F2189 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 446.20

内用薬 3999019F2197 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 401.60
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内用薬 3999019F2200 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2219 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ユートク」 大興製薬 後発品 446.20

内用薬 3999019F2227 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ塩錠１７．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 401.60

内用薬 3999019F2235 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 401.60

内用薬 3999019F2243 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 446.20

内用薬 4229101M1041 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合カプセルＴ２０ 沢井製薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M1050 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２０ 日本化薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M2048 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合カプセルＴ２５ 沢井製薬 後発品 517.30

内用薬 4229101M2056 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２５ 日本化薬 後発品 517.30

内用薬 4291010F1210 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 309.80

内用薬 4420002F1133 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.80

内用薬 4420002F2091 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 ブシラミン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.30

内用薬 4490014F1238 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 24.00

内用薬 4490014F1246 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 41.40

内用薬 4490014F1254 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 59.00

内用薬 4490014F2277 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.70

内用薬 4490014F2285 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.20

内用薬 4490014F2293 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 83.30

内用薬 4490014R1072 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 41.00

内用薬 4490014R1080 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 66.00

内用薬 4490023F1059 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F1067 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1075 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

興和 後発品 45.40

内用薬 4490023F1083 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1091 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡ
ＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1105 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 45.40

内用薬 4490023F1113 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F1121 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.40

内用薬 4490023F1130 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1148 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1156 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1164 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1172 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「三
和」

日本薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1180 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ダイ
ト」

ダイト 後発品 45.40

内用薬 4490023F1199 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1202 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F1210 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 45.40

内用薬 4490023F1229 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 45.40

内用薬 4490023F1237 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1245 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロパッチ 後発品 45.40

内用薬 4490023F2055 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 35.40
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内用薬 4490023F2063 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2071 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

興和 後発品 35.40

内用薬 4490023F2080 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2098 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡ
ＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2101 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 35.40

内用薬 4490023F2110 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F2128 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 35.40

内用薬 4490023F2136 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2144 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2152 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2160 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2179 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「三
和」

日本薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2187 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ダイ
ト」

ダイト 後発品 35.40

内用薬 4490023F2195 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2209 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F2217 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 35.40

内用薬 4490023F2225 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 35.40

内用薬 4490023F2233 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2241 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロパッチ 後発品 35.40

内用薬 4490023F3035 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＦＦＰ」

富士フイルムファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3043 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3051 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F3060 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 45.40

内用薬 4490023F4023 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F4031 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F4040 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 35.40

内用薬 4490025F3093 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 28.40

内用薬 4490025F3107 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F3115 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 28.40

内用薬 4490025F3123 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 28.40

内用薬 4490025F3131 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 28.40

内用薬 4490025F4090 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 36.10

内用薬 4490025F4103 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F4111 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 4490025F4120 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 4490025F4138 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 36.10

内用薬 4490027R1061 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 144.50

内用薬 4490027R1070 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンドライシロップ１％「日医工」 日医工 後発品 144.50

内用薬 6131001M1134 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6131001M2343 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6132005M1210 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 21.20
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内用薬 6149002F1142 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＲＭ」 ローマン工業 後発品 40.70

内用薬 6149003F1210 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 39.70

内用薬 6149003F2232 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 62.50

内用薬 6149003R1216 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 70.40

内用薬 6241006F1148 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.30

内用薬 6241008F1112 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.00

内用薬 6241008F2143 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 35.30

内用薬 6290005F1261 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 117.30

内用薬 6290005F1270 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 123.90

内用薬 6290005F1288 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 77.90

内用薬 7990100A1130 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 オーペグ配合内用剤 日医工 後発品 577.70

注射薬 1190401A1244 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 3,769

注射薬 1242401G1032 ブチルスコポラミン臭化物 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇシリ
ンジ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 159

注射薬 2119404A1190 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 エール薬品 後発品 416

注射薬 2119404A1204 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 301

注射薬 2171403A8034 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／５０ｍ
Ｌ「ＨＫ」

光製薬 後発品 1,647

注射薬 2190402D3072 アルプロスタジル　アルファデク
ス

２０μｇ１瓶 アルプロスタジルアルファデクス注射用２
０μｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 507

注射薬 2190413F1052 エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 9,430

注射薬 2190413F2059 エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 9,210

注射薬 2190413F3055 エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 18,898

注射薬 2190413F4051 エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 19,118

注射薬 2223400A1042 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

０．５％１ｍＬ１管 デキストロメトルファン臭化水素酸塩注
射液５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 54

注射薬 2325401D1116 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 140

注射薬 2325401D1124 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 140

注射薬 2325401D1132 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注用２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 140

注射薬 2325401D2104 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注射用１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 92

注射薬 2325401D2112 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注射用１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 102

注射薬 2325401D2120 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注用１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 102

注射薬 2590402A1270 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「オー
ハラ」

エール薬品 後発品 242

注射薬 3123400D5060 コカルボキシラーゼ ２５ｍｇ１管（溶解液付） コカルボキシラーゼ注射用２５ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 56

注射薬 3123400D8158 コカルボキシラーゼ ５０ｍｇ１管（溶解液付） コカルボキシラーゼ注射用５０ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 56

注射薬 3136403G1038 メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒 メコバラミン注５００μｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 164

注射薬 3229401A1150 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１管 Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注液
１０ｍＥｑ「トーワ」

東和薬品 後発品 56

注射薬 3231400P1033 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注５％シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 176

注射薬 3231400P3036 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 178

注射薬 3327401A4266 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 61

注射薬 3327401G1030 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１筒 トラネキサム酸注１ｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 166

注射薬 3999407D1220 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 252

注射薬 3999407D2226 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 691

注射薬 3999407D3117 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍ
ｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 865

注射薬 3999407D3125 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍ
ｇ「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 1,749
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注射薬 3999408G1395 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 589

注射薬 3999411G5074 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「テ
ルモ」

テルモ 後発品 1,384

注射薬 4235404A1083 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍ
Ｌ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 3,131

注射薬 4235404A2080 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５
ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 10,762

注射薬 4240404A1130 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 3,124

注射薬 4240404A1148 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 3,124

注射薬 4240404A1156 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 3,124

注射薬 4240404A2136 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 7,334

注射薬 4240404A2144 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7,334

注射薬 4240404A2152 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 7,334

注射薬 4240405A1045 ドセタキセル ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解
液付）

ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「あすか」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A2041 ドセタキセル ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液
付）

ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「あすか」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 43,164

注射薬 4240406A1082 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5,587

注射薬 4240406A2089 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 15,474

注射薬 6119401D1159 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 3,115

注射薬 6119401D2058 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 4,680

注射薬 6123402A1206 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 104

注射薬 6132400F1130 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 231

注射薬 6132400F2170 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 280

注射薬 6132400F3192 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 356

注射薬 6132400G3058 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッ
グ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 699

注射薬 6132401D2122 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用０．５ｇ「日
医工」

日医工 後発品 122

注射薬 6132401D3196 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 122

注射薬 6132401D4192 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 259

注射薬 6135400F1124 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 199

注射薬 6135400F2228 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 361

注射薬 6135400F3232 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 567

注射薬 6250400D1060 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 ビダラビン点滴静注用３００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,239

注射薬 6250401F1236 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「アイロ
ム」

アイロム製薬 後発品 872

注射薬 6250401G4036 アシクロビル ２５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇバッグ
１００ｍＬ「アイロム」

アイロム製薬 後発品 1,123

注射薬 6290401A1145 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,011

注射薬 6290401A2230 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,400

注射薬 6290401A3229 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,893

注射薬 6290401A4071 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 1,390

注射薬 6290401A5078 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412A2092 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 3,143

注射薬 7219412A3102 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 4,548

注射薬 7219412A5091 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 3,477

注射薬 7219412A6101 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,817

注射薬 7219412G7062 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 5,973

注射薬 7219412G9081 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 4,562
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注射薬 7219412H1094 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412P1072 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 3,938

注射薬 7219415G3125 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール３００注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,564

注射薬 7223401A2089 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 1,020

注射薬 7223401A3107 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 2,559

外用薬 1313700Q2097 オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．４％
「ニットー」

日東メディック 後発品 8.90

外用薬 1319720Q7200 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 プロビスク０．６眼粘弾剤１％ 日本アルコン 後発品 3,696.50

外用薬 1319720Y2080 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ティアバランス点眼液０．３％ 千寿製薬 後発品 467.60

外用薬 1319720Y2098 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアロンサン点眼液０．３％ 東亜薬品 後発品 430.00

外用薬 1319722Q1198 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「テバ」 大正薬品工業 後発品 43.00

外用薬 1319742Q1268 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 76.10

外用薬 1319742Q2035 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2043 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 76.90

外用薬 1319742Q2051 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2060 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2078 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「アメル」 共和薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2086 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2094 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「科研」 ダイト 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2108 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2116 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「タカタ」 高田製薬 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2124 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「テバ」 大正薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2132 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2140 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 76.90

外用薬 1319746Q1118 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 96.30

外用薬 1329707Q1254 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」２８噴
霧用

キョーリンリメディオ 後発品 512.10

外用薬 1329707Q2099 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「杏
林」５６噴霧用

キョーリンリメディオ 後発品 549.30

外用薬 1329707Q3206 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴
霧用

キョーリンリメディオ 後発品 968.10

外用薬 2171700S1168 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 45.10

外用薬 2259707S1187 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 33.60

外用薬 2259707S2183 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 45.50

外用薬 2259707S3180 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 59.20

外用薬 2260701F1360 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨード含嗽用液７％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 2.40

外用薬 2615705Q1234 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールＩＰＡ液「東豊」 東豊薬品 後発品 6.30

外用薬 2619702Q3232 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液
５％「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 10.30

外用薬 2646703M1183 ベタメタゾンジプロピオン酸エス
テル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏
０．０６４％「テイコク」

帝國製薬 後発品 9.40

外用薬 2646703N1154 ベタメタゾンジプロピオン酸エス
テル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステルク
リーム０．０６４％「テイコク」

帝國製薬 後発品 9.40

外用薬 2646708M1283 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「テイコク」 帝國製薬 後発品 9.10

外用薬 2646708N1319 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニドクリーム０．０５％「テイコ
ク」

帝國製薬 後発品 9.10

外用薬 2646722M1178 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％
「テイコク」

帝國製薬 後発品 12.40

外用薬 2646725M1210 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＫＮ」 小林化工 後発品 12.30

外用薬 2649729S2223 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 14.30
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外用薬 2649729S3157 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 19.80

外用薬 2649731Q1081 フェルビナク ３％１ｍＬ フェルビナクローション３％「ラクール」 東光薬品工業 後発品 4.00

外用薬 2649731S1267 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 後発品 15.10

外用薬 2649731S3057 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 後発品 24.70

外用薬 2649735Q1039 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 4.50

外用薬 2649735Q1047 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 4.50

外用薬 2649735Q1055 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ラクール」 三友薬品 後発品 4.50

外用薬 2649735S1036 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 30.60

外用薬 2649735S1044 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

救急薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S1052 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1060 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S1079 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1087 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 30.60

外用薬 2649735S1095 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S1109 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S1117 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S1125 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1133 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 30.60

外用薬 2649735S1141 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S2032 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2040 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2059 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2067 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 19.80

外用薬 2649735S2075 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＫＯＧ」 救急薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2083 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2091 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 19.80

外用薬 2649735S2105 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2113 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 19.80

外用薬 2649735S2121 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2130 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 帝國製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2148 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2156 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 19.80

外用薬 2649735S2164 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2172 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 19.80

外用薬 2649735S2180 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「日本
臓器」

日本臓器製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2199 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三笠」 三笠製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2202 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユート
ク」

祐徳薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2210 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ラクー
ル」

東光薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2229 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2237 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「タイホウ」

岡山大鵬薬品 後発品 19.80

外用薬 2649735S2245 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 19.80
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外用薬 2649735S2253 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 19.80

外用薬 2649735S3039 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3047 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3055 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3063 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 30.60

外用薬 2649735S3071 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

救急薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3080 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3098 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 30.60

外用薬 2649735S3101 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3110 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S3128 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3136 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科
研」

帝國製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3144 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3152 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 30.60

外用薬 2649735S3160 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3179 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S3187 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「日本
臓器」

日本臓器製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3195 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3209 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユー
トク」

祐徳薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3217 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ラ
クール」

東光薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3225 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3233 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「タイホウ」

岡山大鵬薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S3241 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 30.60

外用薬 2649735S3250 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S4027 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ２００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 47.30

外用薬 2659710N1195 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医
工」

日医工 後発品 20.10

外用薬 6250700M1219 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 132.20

外用薬 6250700M1227 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「イワキ」 岩城製薬 後発品 132.20

外用薬 6250701M1060 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル軟膏５％「テバ」 大正薬品工業 後発品 145.90

外用薬 8219700S5042 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6049 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7045 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8041 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「明
治」

祐徳薬品工業 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9048 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「明
治」

祐徳薬品工業 後発品 8,044.90

平成２５年５月３１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
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対象となる後発

医薬品

薬価

注射薬 3399408G1023 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 6,882.00

注射薬 3399408G1031 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399408G2020 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 10,871.00
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注射薬 3399408G2038 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399408G3026 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 17,179.00

注射薬 3399408G3034 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 17,179.00

注射薬 3399409G1028 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399409G1036 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399409G2024 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399409G2032 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399409G3020 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 17,179.00

注射薬 3399409G3039 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 17,179.00
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内用薬 3969003F1115 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 15.80

内用薬 3969003F2111 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.70

内用薬 3969003F3053 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 15.80

内用薬 3969003F4050 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.70
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内用薬 1179038C1175 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ファイザー」 ファイザー 後発品 132.80

内用薬 1179038F1198 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 11.60

内用薬 1179038F2194 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 23.30

内用薬 1179038F3182 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 35.00

内用薬 1179038F4090 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 6.70

内用薬 1179039F1206 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 20.60

内用薬 1179039F2202 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 38.00

内用薬 1179039F3209 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 52.60

内用薬 2144002F1288 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 17.70

内用薬 2144002F2330 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 18.40

内用薬 2144002F3256 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 19.10
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外用薬 1319720Q3183 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％
「トーワ」

東和薬品 後発品 200.20

外用薬 1319720Y2071 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％
「トーワ」

東和薬品 後発品 286.20

平成２４年１２月１４日
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内用薬 1124009F1304 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 8.50

内用薬 1124009F1312 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 11.10

内用薬 1124009F2076 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 11.10

内用薬 1124026F1294 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 1124026F1308 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 1149019C1157 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「サワイ」 メディサ新薬 後発品 14.20

内用薬 1149019C1165 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム細粒１０％「日
医工」

日医工 後発品 16.00

内用薬 1149019F1587 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.10

内用薬 1149019F1595 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 1149019S1038 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

０．６％１ｍＬ ロキソプロフェンナトリウム内服液６０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 2.60

内用薬 1161001F1131 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 1161001F2154 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.60

内用薬 1172014C1071 レボメプロマジンマレイン酸塩 １０％１ｇ レボメプロマジン細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 8.70

内用薬 1172014F2155 レボメプロマジンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1172014F3089 レボメプロマジンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1179012F1150 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1179012F2084 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.30

内用薬 1179016F1191 スルピリド １００ｍｇ１錠 スルピリド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 1179016F2163 スルピリド ２００ｍｇ１錠 スルピリド錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.90

内用薬 1179025F1247 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179025F1255 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 5.80

内用薬 1179025F1263 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80

内用薬 1179025F2200 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1179025F2219 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179025F2227 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 1179028C1090 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール細粒１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.00

内用薬 1179028F1089 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1179028F2131 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.60

内用薬 1179028F3065 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠６ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 21.80

内用薬 1179038F4081 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 6.70

内用薬 1179038F7048 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.10

内用薬 1179038F7056 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.20

内用薬 1179039F1192 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 24.20

内用薬 1179039F2199 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 41.70

内用薬 1179039F3195 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 55.70

内用薬 1179041F3249 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.20

内用薬 1179041F3257 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 36.20

内用薬 1179042C1031 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「ＥＥ」 高田製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1040 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 510.90

内用薬 1179042C1058 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1066 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「三和」 シオノケミカル 後発品 510.90

内用薬 1179042C1074 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「テバ」 テバ製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1082 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「トーワ」 東和薬品 後発品 510.90

内用薬 1179042F1038 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1046 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 25.70

内用薬 1179042F1054 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1062 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 25.70
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内用薬 1179042F1070 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 25.70

内用薬 1179042F1089 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 25.70

内用薬 1179042F1097 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 25.70

内用薬 1179042F1100 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 25.70

内用薬 1179042F1119 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1127 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 25.70

内用薬 1179042F1135 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 25.70

内用薬 1179042F1143 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 25.70

内用薬 1179042F1151 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.70

内用薬 1179042F1160 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.70

内用薬 1179042F1178 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1186 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 25.70

内用薬 1179042F1194 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 25.70

内用薬 1179042F2034 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2042 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2050 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2069 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2077 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 89.80

内用薬 1179042F2085 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 89.80

内用薬 1179042F2093 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2107 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 89.80

内用薬 1179042F2115 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2123 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 89.80

内用薬 1179042F2131 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 89.80

内用薬 1179042F2140 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 89.80

内用薬 1179042F2158 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 89.80

内用薬 1179042F2166 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 89.80

内用薬 1179042F2174 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2182 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 89.80

内用薬 1179042F2190 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 89.80

内用薬 1179042F3030 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3049 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3057 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3065 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3073 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 167.90

内用薬 1179042F3081 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 167.90

内用薬 1179042F3090 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3103 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 167.90

内用薬 1179042F3111 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3120 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 167.90

内用薬 1179042F3138 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 167.90

内用薬 1179042F3146 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 167.90

内用薬 1179042F3154 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 167.90

内用薬 1179042F3162 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 167.90

内用薬 1179042F3170 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3189 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 167.90

内用薬 1179042F3197 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 167.90
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内用薬 1179042F4029 クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 13.70

内用薬 1179042F5025 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 48.00

内用薬 1179042F5033 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.00

内用薬 1190012F1301 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F2308 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012F3304 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F3312 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 167.00

内用薬 1190012F4300 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012F4319 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 249.20

内用薬 1339005F1423 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2119003M2234 ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 8.70

内用薬 2123008F1269 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 6.30

内用薬 2123011F2534 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 26.80

内用薬 2123014F1108 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 7.80

内用薬 2123014F2210 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11.10

内用薬 2129002M2228 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 10.40

内用薬 2129003F1049 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 2129003F2045 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 7.90

内用薬 2129004M1050 アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 21.70

内用薬 2129004M2065 アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 34.20

内用薬 2129006F1050 プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 23.50

内用薬 2129006F2057 プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 19.20

内用薬 2129008M1121 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 28.80

内用薬 2129008M2136 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 47.80

内用薬 2133001F1590 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2139001S5023 イソソルビド ７０％４０ｍＬ１包 イソソルビド内用液７０％分包４０ｍＬ「Ｃ
ＥＯ」

あすか製薬 後発品 230.10

内用薬 2144002F1261 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2144002F1270 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 10.50

内用薬 2144002F3230 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 35.00

内用薬 2144003F1096 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7.10

内用薬 2144003F2220 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 アラセプリル錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.00

内用薬 2144003F3080 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 アラセプリル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.00

内用薬 2149019B1083 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ニカルジピン塩酸塩散１０％「日医工」 日医工 後発品 25.50

内用薬 2149019F1123 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019F2251 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019N1195 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル２０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019N2205 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル４０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 7.00

内用薬 2149032F1110 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.00

内用薬 2149032F2117 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 43.90

内用薬 2149039F1350 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F2356 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F3344 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ザイダ
ス」

ザイダスファーマ 後発品 129.00

内用薬 2160002F1095 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.40

内用薬 2160003F1030 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003F1049 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 502.00

内用薬 2160003F1057 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 502.00

内用薬 2160003F1065 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 502.00
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内用薬 2160003F1073 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 502.00

内用薬 2160003F1081 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 502.00

内用薬 2160003F1090 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 502.00

内用薬 2160003F1103 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 502.00

内用薬 2160003F1111 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003F1120 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 502.00

内用薬 2160003F1138 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 502.00

内用薬 2160003F1146 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003S1020 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１包 スマトリプタン内用液５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 1,602.60

内用薬 2171006F1348 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171006F2140 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.30

内用薬 2171006N1156 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１００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 14.60

内用薬 2171006N2071 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル２００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 29.70

内用薬 2171010F2618 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.40

内用薬 2171011G1182 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171012F1211 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 2171012F2382 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 12.90

内用薬 2171014G1259 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171014G1267 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171014G3090 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 10.90

内用薬 2171014G3103 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.80

内用薬 2171014G4096 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 19.60

内用薬 2171014G4100 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.10

内用薬 2171014G5092 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 37.10

内用薬 2171014G5106 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 31.90

内用薬 2171017F2164 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171022F1436 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 20.00

内用薬 2171022F2432 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 37.60

内用薬 2171022F5083 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5091 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 34.70

内用薬 2171022F5105 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.00

内用薬 2171022F5113 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬 後発品 63.00

内用薬 2171022F5121 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 23.30

内用薬 2171022F5130 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 42.00

内用薬 2171022F5148 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F5156 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 46.40

内用薬 2171022F5164 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 46.40

内用薬 2171022F5172 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5180 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5199 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 46.40

内用薬 2171022F5202 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5210 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.20

内用薬 2171022F5229 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 52.20

内用薬 2171022F6055 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザイ 後発品 52.20

内用薬 2171022F6063 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.00

内用薬 2171022F6071 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.00

内用薬 2171022F6080 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.70
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内用薬 2171022F6098 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 46.40

内用薬 2171022F6101 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F6110 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 46.40

内用薬 2171022F6128 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F6136 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 46.40

内用薬 2171022F6144 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 46.40

内用薬 2171022F6152 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.20

内用薬 2183005G1285 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2183005G2133 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 2183005G2141 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ミデナールＬ錠１００ シオノケミカル 後発品 7.70

内用薬 2189008F1430 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.40

内用薬 2189010F1349 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 29.20

内用薬 2189010F1357 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 29.20

内用薬 2189010F1365 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「日医
工」

日医工 後発品 22.60

内用薬 2189010F2361 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 55.10

内用薬 2189010F2370 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 60.20

内用薬 2189010F2388 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「日医
工」

日医工 後発品 43.00

内用薬 2189011F1211 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 30.90

内用薬 2189011F1220 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 69.20

内用薬 2189011F1238 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 51.70

内用薬 2189011F2196 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 143.30

内用薬 2189011F2200 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 103.90

内用薬 2189011F3184 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 256.40

内用薬 2189015F1147 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.10

内用薬 2189015F1155 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 36.10

内用薬 2189015F1163 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.10

内用薬 2189015F1171 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1180 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 2189015F2143 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 68.90

内用薬 2189015F2151 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 68.90

内用薬 2189015F2160 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 68.90

内用薬 2189015F2178 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2186 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 68.90

内用薬 2190005F1284 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.40

内用薬 2190005F2183 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190016D1028 ポリスチレンスルホン酸カルシ
ウム

８９．２９％１ｇ アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ 三和化学研究所 後発品 15.30

内用薬 2190021C1058 ニセルゴリン １％１ｇ ニセルゴリン細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 20.20

内用薬 2190021F1437 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2239001Q1174 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％「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.10

内用薬 2251001F1070 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001F2166 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001F3154 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001R1123 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２
０％「サワイ」

沢井製薬 後発品 57.10

内用薬 2325001F1530 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2325002F1232 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 2325002F2158 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.40

内用薬 2325003F1270 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 13.80
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内用薬 2325003F2292 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 27.10

内用薬 2325003F3205 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 13.80

内用薬 2325003F4228 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 27.10

内用薬 2325006F1044 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 17.10

内用薬 2325006F1052 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 17.10

内用薬 2325006F1060 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 17.10

内用薬 2325006F1079 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 17.10

内用薬 2325006F1087 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.10

内用薬 2325006F1095 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 17.10

内用薬 2325006F1109 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.10

内用薬 2325006F1117 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.10

内用薬 2325006F1125 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 17.10

内用薬 2325006F2040 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 28.90

内用薬 2325006F2059 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 28.90

内用薬 2325006F2067 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 28.90

内用薬 2325006F2075 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.90

内用薬 2325006F2083 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.90

内用薬 2325006F2091 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.90

内用薬 2325006F2105 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 28.90

内用薬 2325006F2113 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.90

内用薬 2325006F2121 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 28.90

内用薬 2329002D4302 アルジオキサ ５０％１ｇ アルジオキサ顆粒５０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.20

内用薬 2329006C1101 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファルナート細粒１０％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 2329009F1217 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 2329012C1310 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 11.80

内用薬 2329012M1331 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.60

内用薬 2329022H1183 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 79.80

内用薬 2329022H2155 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 40.00

内用薬 2329023F1110 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 40.00

内用薬 2329023F2116 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 70.80

内用薬 2329023M1151 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「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 40.00

内用薬 2329023M1160 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「日医
工」

日医工 後発品 40.00

内用薬 2329023M2158 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「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 70.80

内用薬 2329023M2166 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「日医
工」

日医工 後発品 70.80

内用薬 2329028F1279 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 86.40

内用薬 2329028F2275 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 159.80

内用薬 2344009F3038 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 マグミット錠２００ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60

内用薬 2362001F1100 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 2362001F2190 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 5.80

内用薬 2399010B1042 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ モサプリドクエン酸塩散１％「テバ」 大正薬品工業 後発品 27.10

内用薬 2399010B1050 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 日医工 後発品 27.10

内用薬 2399010F1036 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1044 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1052 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1060 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1079 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 9.60

内用薬 2399010F1087 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 9.60
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内用薬 2399010F1095 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1109 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1117 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 9.60

内用薬 2399010F1125 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.60

内用薬 2399010F1133 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1141 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.60

内用薬 2399010F1150 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1168 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1176 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1184 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1192 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1206 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1214 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 9.60

内用薬 2399010F1222 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1230 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2399010F1249 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 9.60

内用薬 2399010F1257 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1265 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 9.60

内用薬 2399010F1273 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 9.60

内用薬 2399010F2032 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2040 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2059 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2067 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2075 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11.50

内用薬 2399010F2083 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2091 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2105 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2113 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 11.50

内用薬 2399010F2121 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 11.50

内用薬 2399010F2130 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2148 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 2399010F2156 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2164 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2172 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2180 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2199 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2202 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2210 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 11.50

内用薬 2399010F2229 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2237 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.50

内用薬 2399010F2245 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 11.50

内用薬 2399010F2253 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2261 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 11.50

内用薬 2399010F2270 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 11.50

内用薬 2491001F5170 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2491001F6192 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」 日医工 後発品 6.70

内用薬 2491001M3079 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カリジノゲナーゼカプセル２５単位「日医
工」

日医工 後発品 5.60
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内用薬 2590004F1311 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.70

内用薬 2590005F3122 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2590005F3130 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ファンデヒーデ錠１ｍｇ 陽進堂 後発品 4.50

内用薬 2590007F1250 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 42.10

内用薬 2590007F2249 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 67.80

内用薬 2590008F1140 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 33.90

内用薬 2590008F1158 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 22.10

内用薬 2590008F2146 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 55.90

内用薬 2590008F2154 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 34.70

内用薬 2590008N1209 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 37.10

内用薬 2590008N2205 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 76.40

内用薬 3321002B1155 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

１０％１ｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１
０％「日医工」

日医工 後発品 11.50

内用薬 3321002F1114 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

１０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.00

内用薬 3321002F2404 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3399001C1078 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ チクロピジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 23.10

内用薬 3399001F1414 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 11.80

内用薬 3399002F1281 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 24.00

内用薬 3399002F1290 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 60.70

内用薬 3399002F1303 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 68.10

内用薬 3399002F2300 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 114.50

内用薬 3399002F2318 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 118.10

内用薬 3399003F1111 リマプロストアルファデクス ５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医
工」

日医工 後発品 34.50

内用薬 3399004M1344 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 17.80

内用薬 3399004M1352 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 16.70

内用薬 3399005F1200 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 27.60

内用薬 3399007H1102 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3943001F1551 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 3943001F1560 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 3943001F2221 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 3949002F2173 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.20

内用薬 3961003F1150 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3961003F2210 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3961008F3163 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 8.70

内用薬 3961008F3171 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3180 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 8.70

内用薬 3961008F3198 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 8.70

内用薬 3961008F3201 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.70

内用薬 3961008F3210 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3228 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 8.70

内用薬 3961008F3236 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3244 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3252 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3260 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3279 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.70

内用薬 3961008F3287 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3295 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 8.70

内用薬 3961008F6030 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザイ 後発品 8.70
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内用薬 3961008F6049 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.70

内用薬 3969006F1054 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠３０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 12.70

内用薬 3969006F2050 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠９０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 31.60

内用薬 3969007F1318 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 43.10

内用薬 3969007F2314 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3999013F1304 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 71.60

内用薬 3999013F1312 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.70

内用薬 3999018F1129 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 53.30

内用薬 3999018F1137 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 53.30

内用薬 3999018F2125 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 422.70

内用薬 3999018F2133 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 422.70

内用薬 3999019F1204 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 63.90

内用薬 3999019F1212 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.90

内用薬 3999019F1220 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 71.00

内用薬 3999019F2049 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 401.60

内用薬 4291010F1040 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1058 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 309.80

内用薬 4291010F1066 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1074 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 309.80

内用薬 4291010F1082 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 309.80

内用薬 4291010F1090 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1104 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1112 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 309.80

内用薬 4291010F1120 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ケミファ」 ダイト 後発品 309.80

内用薬 4291010F1139 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1147 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1155 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 309.80

内用薬 4291010F1163 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 309.80

内用薬 4291010F1171 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 309.80

内用薬 4291010F1180 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 309.80

内用薬 4291010F1198 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1201 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 309.80

内用薬 4419008F1474 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 クレマスチン錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00

内用薬 4490004F1099 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.30

内用薬 4490014F1220 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 45.10

内用薬 4490014F2269 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 56.20

内用薬 4490017F1053 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 34.20

内用薬 4490017F2050 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 59.30

内用薬 4490023F1032 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 52.90

内用薬 4490023F1040 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 52.90

内用薬 4490023F2039 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 41.30

内用薬 4490023F2047 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 41.30

内用薬 4490025F1031 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 28.40

内用薬 4490025F1040 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 28.40

内用薬 4490025F1058 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1066 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 28.40

内用薬 4490025F1074 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 28.40

44



内用薬 4490025F1082 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 28.40

内用薬 4490025F1090 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 シオノケミカル 後発品 28.40

内用薬 4490025F1104 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 28.40

内用薬 4490025F1112 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.40

内用薬 4490025F1120 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1139 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1147 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1155 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1163 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1171 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ザイダ
ス」

ザイダスファーマ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1180 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1198 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1201 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 28.40

内用薬 4490025F1210 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1228 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1236 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 28.40

内用薬 4490025F1244 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.40

内用薬 4490025F1252 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 28.40

内用薬 4490025F1260 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1279 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 28.40

内用薬 4490025F2038 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 36.10

内用薬 4490025F2046 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 36.10

内用薬 4490025F2054 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2062 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.10

内用薬 4490025F2070 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2089 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 36.10

内用薬 4490025F2097 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 シオノケミカル 後発品 36.10

内用薬 4490025F2100 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 36.10

内用薬 4490025F2119 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.10

内用薬 4490025F2127 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2135 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2143 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2151 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2160 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2178 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2186 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2194 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2208 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 36.10

内用薬 4490025F2216 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2224 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2232 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.10

内用薬 4490025F2240 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 4490025F2259 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 36.10

内用薬 4490025F2267 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2275 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 4490025F3034 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 28.40

内用薬 4490025F3042 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 28.40
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内用薬 4490025F3050 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F3069 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F3077 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 28.40

内用薬 4490025F3085 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム２．５ｍｇ
「マルホ」

救急薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F4030 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 36.10

内用薬 4490025F4049 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F4057 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F4065 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F4073 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 4490025F4081 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「マ
ルホ」

救急薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490027F2240 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 66.10

内用薬 6149003F1201 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 25.30

内用薬 6149003F2224 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 42.50

内用薬 6290004F1070 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 152.00

内用薬 6290004F2069 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 281.80

注射薬 1119402A1090 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール１％静注２０ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 837

注射薬 1119402A2126 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注５０ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 1,101

注射薬 1119402A3050 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注１００ｍＬ「日医
工」

日医工 後発品 1,355

注射薬 1119402A3068 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注１００ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 1,355

注射薬 1119402A3076 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 フレゼニウス　カビ
アーゲー

後発品 1,290

注射薬 1190401A1236 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 3,769

注射薬 1190401G1220 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,201

注射薬 2139401A2196 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 57

注射薬 2149400A1132 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 92

注射薬 2149400A2155 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 229

注射薬 2149400A3070 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 434

注射薬 2190406G1058 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,543

注射薬 2190406G1066 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「日医
工」

日医工 後発品 1,543

注射薬 2190406G2070 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,942

注射薬 2190406G2089 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「日医
工」

日医工 後発品 1,942

注射薬 2190408A1097 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,597

注射薬 2391400G1172 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＡＦＰ」

大興製薬 後発品 1,961

注射薬 2391400G1180 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 3,193

注射薬 2391400G1199 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 2,661

注射薬 2391400G1202 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,961

注射薬 2391400G4066 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＡＦＰ」

大興製薬 後発品 1,961

注射薬 2391400G4074 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 3,193

注射薬 2391400G4082 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 2,661

注射薬 2391400G4090 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,961

注射薬 2391400G5020 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 1,673

注射薬 2391400G5038 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 1,262

注射薬 2391400G5046 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,262

注射薬 2413400D2082 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１瓶（溶解液付） ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 フェリング・ファーマ 後発品 1,394

注射薬 2590402A1253 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 376

注射薬 3229401A1142 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１管 Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注液
１０ｍＥｑ「日新」

日新製薬 後発品 56

注射薬 3321401A1107 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％２ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注
射液１０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 50

注射薬 3321401A2170 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液２５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56
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注射薬 3321401A3185 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液５０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3321401A4246 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3991400A4133 コンドロイチン硫酸エステルナト
リウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液２０
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 58

注射薬 3999411A1068 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 514

注射薬 3999411A2056 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液８０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,584

注射薬 3999411A9042 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液４０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 822

注射薬 3999411D1200 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オザグレルＮａ静注用２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 481

注射薬 4224403A1026 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍ
Ｌ「サンド」

サンド 後発品 2,596

注射薬 4224403A2022 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「サ
ンド」

サンド 後発品 12,618

注射薬 4240403A2093 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 3,863

注射薬 4240405A5024 ドセタキセル ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ
「サンド」

サンド 後発品 12,552

注射薬 4240405A6020 ドセタキセル ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ
「サンド」

サンド 後発品 43,164

注射薬 6112400A3109 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注射液６００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 78

注射薬 6113400A1162 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 1,576

注射薬 6119401D2031 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 4,680

注射薬 6119401D2040 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5,098

注射薬 6123402A1192 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 104

注射薬 6123402A3195 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 262

注射薬 6132400F1122 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「日
医工」

日医工 後発品 211

注射薬 6132400F2161 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ「日医
工」

日医工 後発品 280

注射薬 6132400F3184 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「日医工」 日医工 後発品 356

注射薬 6132419F1127 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 206

注射薬 6132419F2140 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日
医工」

日医工 後発品 336

注射薬 7219412P2028 イオパミドール ６１．２４％１５０ｍＬ１筒 オイパロミン３００注シリンジ１５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 7,318

外用薬 1319739Q1290 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 437.60

外用薬 1319742Q1241 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1250 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 76.10

外用薬 2171700S1150 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 52.30

外用薬 2260700B1151 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.90

外用薬 2615705Q1226 エタノール １０ｍＬ オー消エタ消毒液 日医工 後発品 6.30

外用薬 2619805X1066 エタノール １０ｍＬ 消毒用マルオアルコール 日医工 後発品 4.30

外用薬 2646708M1275 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.80

外用薬 2646709M1156 フルオシノロンアセトニド ０．０２５％１ｇ フルオシノロンアセトニド軟膏０．０２５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.80

外用薬 2646723M1180 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．０５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.60

外用薬 2646723N1160 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステルクリーム０．０
５％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.60

外用薬 2649719M1216 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンゲル１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649719N1149 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンクリーム１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649719Q2109 インドメタシン １％１ｍＬ インドメタシン外用液１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649731S1259 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 15.10

外用薬 2655702N1094 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.70

外用薬 2691702M1044 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏
２５μｇ／ｇ「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 87.70

外用薬 2691702M1052 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 87.70

外用薬 2691702M1060 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 87.70

外用薬 3339950R1037 ヘパリン類似物質 １ｇ クラドイド外用スプレー０．３％ 陽進堂 後発品 20.20

外用薬 3339950R1045 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＰＰ」

イセイ 後発品 20.20

外用薬 3339950R1053 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 20.20

外用薬 3339950R1061 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「サトウ」

佐藤製薬 後発品 20.20
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外用薬 3339950R1070 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「日新」

日新製薬 後発品 20.20

外用薬 3339950R1088 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ファイザー」

ファイザー 後発品 20.20

平成２４年１０月１日
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内用薬 2171014G3081 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 9.80

内用薬 2171014G4088 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 17.10

内用薬 2171014G5084 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 31.90

内用薬 2171021F1245 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠２「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 13.50

内用薬 2171021F2268 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠４「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 22.60

内用薬 2171021F3230 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠８「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.30

内用薬 3150002F1263 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.60

平成２４年９月１４日
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内用薬 6149003R1208 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 70.40

平成２４年７月３０日
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注射薬 1190401A1228 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,091

平成２４年６月２２日
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内用薬 1129009F1033 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1041 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサ ファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1050 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1068 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1076 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1084 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1092 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1106 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1114 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 26.90

内用薬 1129009F1122 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 26.90

内用薬 1129009F1130 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 東洋カプセル 後発品 26.90

内用薬 1129009F1149 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1157 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 26.90

内用薬 1129009F1165 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 26.90

内用薬 1129009F1173 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 26.90

内用薬 1129009F1181 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1190 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1203 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1211 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1220 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 26.90
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内用薬 1129009F1238 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1246 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1254 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 26.90

内用薬 1129009F1262 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1270 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1289 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 26.90

内用薬 1129009F1297 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 26.90

内用薬 1129009F1300 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 26.90

内用薬 1129009F1319 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 26.90

内用薬 1129009F1327 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1335 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F2030 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2048 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサ ファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2056 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2064 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2072 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2080 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2099 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2102 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2110 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 42.80

内用薬 1129009F2129 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 42.80

内用薬 1129009F2137 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 東洋カプセル 後発品 42.80

内用薬 1129009F2145 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2153 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 42.80

内用薬 1129009F2161 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 42.80

内用薬 1129009F2170 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.80

内用薬 1129009F2188 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2196 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2200 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2218 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2226 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2234 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2242 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2250 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 42.80

内用薬 1129009F2269 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2277 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2285 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 42.80

内用薬 1129009F2293 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 42.80

内用薬 1129009F2307 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 42.80

内用薬 1129009F2315 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 42.80

内用薬 1129009F2323 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2331 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F3028 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 26.90

内用薬 1129009F3036 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 26.90

内用薬 1129009F3044 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F3052 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ
「モチダ」

救急薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F4024 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 42.80
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内用薬 1129009F4032 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 42.80

内用薬 1129009F4040 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F4059 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ
「モチダ」

救急薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009S1023 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 130.70

内用薬 1129009S2020 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 208.00

内用薬 1169101F1162 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 レプリントン配合錠Ｌ１００ 辰巳化学 後発品 10.80

内用薬 1179012F1142 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 イソクリン錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179025F1239 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 6.30

内用薬 1179025F2197 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 6.40

内用薬 1179038F4073 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 9.60

内用薬 1179041F1033 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1041 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1050 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1068 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1076 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1084 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1092 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 63.40

内用薬 1179041F1106 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.40

内用薬 1179041F1114 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1122 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1130 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1149 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 63.40

内用薬 1179041F1157 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1165 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.40

内用薬 1179041F1173 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1181 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1190 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 63.40

内用薬 1179041F1203 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1211 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1220 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 63.40

内用薬 1179041F1238 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1246 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1254 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.40

内用薬 1179041F1262 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 63.40

内用薬 1179041F1270 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 63.40

内用薬 1179041F1289 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 63.40

内用薬 1179041F1297 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1300 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F2030 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2048 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2056 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2064 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2072 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2080 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2099 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 110.90

内用薬 1179041F2102 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 110.90

内用薬 1179041F2110 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 110.90
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内用薬 1179041F2129 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2137 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2145 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 110.90

内用薬 1179041F2153 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2161 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 110.90

内用薬 1179041F2170 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2188 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2196 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 110.90

内用薬 1179041F2200 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2218 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2226 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 110.90

内用薬 1179041F2234 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2242 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2250 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.90

内用薬 1179041F2269 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 110.90

内用薬 1179041F2277 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 110.90

内用薬 1179041F2285 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 110.90

内用薬 1179041F2293 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2307 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F3036 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3044 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3052 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3060 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3079 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3087 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3095 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3109 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 36.20

内用薬 1179041F3117 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3125 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.20

内用薬 1179041F3133 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3141 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3150 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3168 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 36.20

内用薬 1179041F3176 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3184 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3192 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.20

内用薬 1179041F3206 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.20

内用薬 1179041F3214 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 36.20

内用薬 1179041F3222 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 36.20

内用薬 1179041F3230 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F4024 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.40

内用薬 1179041F5020 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.90

内用薬 1190012F1280 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 150.30

内用薬 1190012F1298 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 150.30

内用薬 1190012F2286 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 224.30

内用薬 1190012F2294 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 224.30

内用薬 1190012F3274 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 167.00
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内用薬 1190012F3282 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 150.30

内用薬 1190012F3290 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F4270 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 249.20

内用薬 1190012F4289 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 224.30

内用薬 1190012F4297 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩OD錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012Q1035 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 163.40

内用薬 1190012Q1043 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 163.40

内用薬 1190012Q2031 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 249.20

内用薬 1190012Q2040 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 249.20

内用薬 1190012S1024 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 149.80

内用薬 1190012S2020 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 223.50

内用薬 1190014F1041 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 781.10

内用薬 1190014F1050 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 781.10

内用薬 1190014F1068 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 781.10

内用薬 1190014F2030 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 781.10

内用薬 1339005F1407 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.00

内用薬 1339005F1415 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1339005F2160 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 1339005F2179 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 1339005F2187 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1339005F2195 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 6.30

内用薬 1339005F2209 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 メニタジン錠１２ｍｇ 東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2129008M1113 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 28.80

内用薬 2129008M2128 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 53.20

内用薬 2132003F3047 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 フルトリア錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 2132004F2029 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ニュートライド錠１２．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2139008F2036 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 ダイタリック錠３０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 12.60

内用薬 2144008F1196 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 15.30

内用薬 2144008F2192 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 27.50

内用薬 2144008F3199 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 53.30

内用薬 2149010F1149 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 2149022F2091 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 ニルバジピン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 16.30

内用薬 2149026F2200 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 15.10

内用薬 2149026F3207 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.50

内用薬 2149039F1040 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1058 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1066 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 45.30

内用薬 2149039F1074 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1082 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 45.30

内用薬 2149039F1090 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1104 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 45.30

内用薬 2149039F1112 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 45.30

内用薬 2149039F1120 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 45.30

内用薬 2149039F1139 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1147 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1155 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 45.30

内用薬 2149039F1163 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 45.30
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内用薬 2149039F1171 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1180 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 45.30

内用薬 2149039F1198 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1201 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1210 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 45.30

内用薬 2149039F1228 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.30

内用薬 2149039F1236 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1244 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1252 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1260 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1279 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1287 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 45.30

内用薬 2149039F1295 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1309 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 45.30

内用薬 2149039F1317 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1325 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1333 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1341 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F2046 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2054 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2062 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 86.00

内用薬 2149039F2070 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2089 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 86.00

内用薬 2149039F2097 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2100 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 86.00

内用薬 2149039F2119 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 86.00

内用薬 2149039F2127 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 86.00

内用薬 2149039F2135 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2143 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2151 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 86.00

内用薬 2149039F2160 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2178 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2186 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 86.00

内用薬 2149039F2194 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2208 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2216 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 86.00

内用薬 2149039F2224 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 86.00

内用薬 2149039F2232 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2240 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2259 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2267 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2275 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2283 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 86.00

内用薬 2149039F2291 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2305 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 86.00

内用薬 2149039F2313 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2321 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 86.00
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内用薬 2149039F2330 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2348 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F3034 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3042 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3050 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 129.00

内用薬 2149039F3069 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3077 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 129.00

内用薬 2149039F3085 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3093 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 129.00

内用薬 2149039F3107 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 129.00

内用薬 2149039F3115 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 129.00

内用薬 2149039F3123 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3131 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3140 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 129.00

内用薬 2149039F3158 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3166 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3174 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 129.00

内用薬 2149039F3182 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3190 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3204 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 129.00

内用薬 2149039F3212 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 129.00

内用薬 2149039F3220 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3239 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3247 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3255 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3263 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3271 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 129.00

内用薬 2149039F3280 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3298 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 129.00

内用薬 2149039F3301 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3310 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3328 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3336 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 129.00

内用薬 2171005F1319 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2171005F2137 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.10

内用薬 2171010F3061 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 アンギナール錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.70

内用薬 2171017F1052 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2171017F1060 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171017F1079 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランマート錠２．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171017F2156 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.00

内用薬 2171021F1237 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 15.10

内用薬 2171021F2250 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 22.60

内用薬 2171021F3221 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ1錠 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.30

内用薬 2171022F5040 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 52.20

内用薬 2171022F5059 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.00

内用薬 2171022F5067 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5075 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.00
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内用薬 2171022F6047 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.00

内用薬 2171022Q1089 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「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 16.60

内用薬 2171022Q2085 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「タナベ」 長生堂製薬 後発品 31.20

内用薬 2189011F2188 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 ラミアン錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 148.80

内用薬 2189011F3176 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 ラミアン錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 297.60

内用薬 2189015F1082 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1090 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1104 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1112 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1120 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 2189015F1139 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F2089 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2097 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2100 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2119 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2127 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 68.90

内用薬 2189015F2135 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 68.90

内用薬 2190005C1067 イフェンプロジル酒石酸塩 ４％１ｇ イフェンプロジル酒石酸塩細粒４％「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 9.00

内用薬 2190005F1276 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.40

内用薬 2190005F2175 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2233002Q1116 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「ＪＧ」 大興製薬 後発品 2.60

内用薬 2329021F1307 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 11.10

内用薬 2329022H1175 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 58.40

内用薬 2329022H2147 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 35.70

内用薬 2329122D1473 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ グロリアミン配合顆粒 サンド 後発品 6.20

内用薬 2344009F1078 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F2074 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F4042 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2399009F1157 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.30

内用薬 2399009F2129 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 62.40

内用薬 2399009F2137 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 50.90

内用薬 2399009F2145 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 58.40

内用薬 2590008F1131 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 37.10

内用薬 2590008F2138 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 64.30

内用薬 2590008N1195 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 31.80

内用薬 2590008N2191 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 55.90

内用薬 3179109M1082 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配
合剤

１カプセル シグマビタン配合カプセルＢ２５ 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 3399002F1265 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F1273 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.00

内用薬 3399002F2288 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.60

内用薬 3399002F2296 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 47.60

内用薬 3399005F1196 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 21.00

内用薬 3961007F2065 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリミラン錠２０ｍｇ 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961007F2073 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グルタミール錠２０ｍｇ メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F2081 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 ダイアグリコ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961008F3082 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3090 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 8.70

55



内用薬 3961008F3104 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.70

内用薬 3961008F3112 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3120 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3139 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3147 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3155 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 8.70

内用薬 3969007F1210 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1229 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 33.60

内用薬 3969007F1237 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F1245 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 33.60

内用薬 3969007F1253 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F1261 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1270 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1288 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1296 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 33.60

内用薬 3969007F1300 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F2217 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2225 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 67.10

内用薬 3969007F2233 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F2241 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 67.10

内用薬 3969007F2250 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F2268 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2276 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2284 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2292 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 67.10

内用薬 3969007F2306 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F3108 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 33.60

内用薬 3969007F3116 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 54.70

内用薬 3969007F3124 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 47.00

内用薬 3969007F3132 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 33.60

内用薬 3969007F3140 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 33.60

内用薬 3969007F3159 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 43.10

内用薬 3969007F3167 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 33.60

内用薬 3969007F4104 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 67.10

内用薬 3969007F4112 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 95.20

内用薬 3969007F4120 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3969007F4139 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 67.10

内用薬 3969007F4147 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 67.10

内用薬 3969007F4155 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3969007F4163 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 67.10

内用薬 3999004M3099 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 67.90

内用薬 3999004M4095 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 151.70

内用薬 3999004M5091 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 244.40

内用薬 3999018F1110 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 53.30

内用薬 3999018F2117 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 422.70

内用薬 3999019F1166 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 63.90

内用薬 3999019F1174 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ｢サワイ｣ 沢井製薬 後発品 63.90
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内用薬 3999019F1182 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 63.90

内用薬 3999019F1190 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 63.90

内用薬 4291007F2036 トレミフェンクエン酸塩 ６０ｍｇ１錠 トレミフェン錠６０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 385.40

内用薬 4291012F1057 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 330.30

内用薬 4490014F1211 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 61.30

内用薬 4490014F2250 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 89.40

内用薬 4490027F2223 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 59.50

内用薬 4490027F2231 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 66.10

内用薬 6131001M1126 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル アモペニキシンカプセル１２５ ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6135001M1060 ホスホマイシンカルシウム水和
物

２５０ｍｇ１カプセル ホスホマイシンカルシウムカプセル２５０
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 16.70

内用薬 6135001M2148 ホスホマイシンカルシウム水和
物

５００ｍｇ１カプセル ホスホマイシンカルシウムカプセル５００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 27.10

内用薬 6135001R2170 ホスホマイシンカルシウム水和
物

４００ｍｇ１ｇ ホスホマイシンカルシウムドライシロップ
４０％「日医工」

日医工 後発品 23.30

内用薬 6219001H1072 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 28.70

内用薬 6219001H2052 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 アザスルファン腸溶錠２５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 17.10

内用薬 6219001H2060 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 18.50

内用薬 6241008F2135 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプキサノン錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 50.00

内用薬 6241013F1288 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 77.30

内用薬 6241013F1296 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ケミファ」 大興製薬 後発品 83.30

注射薬 1190401G1190 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 4,762

注射薬 1190401G1204 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,201

注射薬 1190401G1212 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「サ
ンド」

サンド 後発品 3,368

注射薬 2149400A1124 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ1管 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 92

注射薬 2149400A2147 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 229

注射薬 2329403D1084 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 340

注射薬 2391400G1164 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 2,421

注射薬 2391400G4058 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 2,421

注射薬 3334403A2194 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリン国
際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 757

注射薬 3999407D3109 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット１００「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 1,419

注射薬 3999411H1031 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 1,267

注射薬 3999411H7030 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 437

注射薬 3999411H8036 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 696

注射薬 6131403D1225 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 217

注射薬 6131403D2221 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 382

注射薬 6132401D1088 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 トキオ注射用０．２５ｇ イセイ 後発品 92

注射薬 6132401D2114 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 トキオ注射用０．５ｇ イセイ 後発品 102

注射薬 6132401D4184 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 トキオ注射用２ｇ イセイ 後発品 391

注射薬 6132408F3172 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 294

注射薬 6132408F4152 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム静注用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 588

注射薬 6132419F1119 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 382

注射薬 6132419F2131 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 503

注射薬 6134407A2101 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 85

注射薬 6134407A3094 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 108

注射薬 6135400F1116 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 143

注射薬 6135400F2210 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用１ｇ「日
医工」

日医工 後発品 197

注射薬 6135400F3224 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用２ｇ「日
医工」

日医工 後発品 269

注射薬 6139501D1087 イミペネム水和物・シラスタチン
ナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 イミスタン点滴静注用０．２５ｇ 日医工 後発品 771

注射薬 6290401A2222 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,141
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注射薬 6290401A3210 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,845

注射薬 7219415A1049 イオヘキソール ３０．２０％５０ｍＬ１瓶 イオベリン１４０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,372

注射薬 7219415A2045 イオヘキソール ３０．２０％２２０ｍＬ１瓶 イオベリン１４０注２２０ｍＬ テバ製薬 後発品 6,038

注射薬 7219415A3041 イオヘキソール ３８．８２％１０ｍＬ１瓶 イオベリン１８０注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 353

注射薬 7219415A4048 イオヘキソール ５１．７７％１０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 471

注射薬 7219415A5044 イオヘキソール ５１．７７％２０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 941

注射薬 7219415A6040 イオヘキソール ５１．７７％５０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 2,353

注射薬 7219415A7047 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 4,705

注射薬 7219415G1068 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ１筒 イオベリン２４０注シリンジ１００ｍＬ テバ製薬 後発品 4,917

注射薬 7219415H2086 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 イオヘキソール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,913

注射薬 7219415H7045 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１袋 イオヘキソール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,913

注射薬 7223401A1112 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 603

注射薬 7223401A2070 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 1,237

注射薬 7223401A3093 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 2,559

外用薬 1319720Q3175 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「わかも
と」

わかもと製薬 後発品 186.50

外用薬 1319720Q5119 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．３％「わか
もと」

わかもと製薬 後発品 10.90

外用薬 1319720Y2063 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 アイケア点眼液０．３％ 科研製薬 後発品 430.00

外用薬 1319746Q1100 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 96.30

外用薬 2259707S1179 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 18.00

外用薬 2259707S2175 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 29.80

外用薬 2259707S3171 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 41.80

外用薬 2399715X1031 メサラジン １ｇ１個 メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 554.40

外用薬 2646701N2178 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム０．
１２％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.00

外用薬 2646720M1098 プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス
テル軟膏０．３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.30

外用薬 2646720N1107 プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス
テルクリーム０．３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.30

外用薬 2646721M1092 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチ
ゾン

０．１％１ｇ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏
０．１％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 11.10

外用薬 2646722M1160 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 10.30

外用薬 2699709M1036 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 89.70

外用薬 2699709M1044 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 89.70

外用薬 2699709M1052 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 89.70

外用薬 2699709M1060 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 高田製薬 後発品 89.70

外用薬 8219700S5034 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6030 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7037 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8033 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9030 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 8,044.90
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内用薬 2171022F1428 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 13.50

内用薬 2171022F2424 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 23.10

内用薬 2325003B2126 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「日医工」 日医工 後発品 23.30

内用薬 2325003F3191 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.50

内用薬 2325003F4210 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 13.50

内用薬 6132002F1099 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 セファレキシン錠２５０「日医工」 日医工 後発品 10.70

内用薬 6132005C1231 セファクロル １００ｍｇ１ｇ セファクロル細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 10.50
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内用薬 6132005C2106 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ セファクロル細粒２０％「日医工」 日医工 後発品 19.80

内用薬 6152005F1087 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 塩酸ミノサイクリン錠５０「日医工」 日医工 後発品 14.90

内用薬 6152005M2082 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 塩酸ミノサイクリンカプセル１００「日医
工」

日医工 後発品 28.00

注射薬 4291403A1126 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 3,311

注射薬 4291403A2122 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7,834

注射薬 4291403A3129 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 19,646

注射薬 6131403D1217 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 149

注射薬 6131403D2213 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 244

注射薬 6132418F1130 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 セフタジジム静注用０．５ｇ「日医工」 日医工 後発品 482

注射薬 6132418F2153 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 セフタジジム静注用１ｇ「日医工」 日医工 後発品 652

外用薬 1329707Q1246 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」２８噴
霧用

日医工ファーマ 後発品 429.00

外用薬 1329707Q3192 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」５６噴
霧用

日医工ファーマ 後発品 968.10

外用薬 2260701F1352 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 日医工 後発品 2.00

外用薬 2612701Q3423 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード液１０％「日医工」 日医工 後発品 12.20

外用薬 2619700Q1265 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール液０．１％「日医工」 日医工 後発品 7.20

外用薬 2619702Q3224 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「日医
工」

日医工 後発品 9.30

外用薬 2619716Q1223 アルキルジアミノエチルグリシ
ン塩酸塩

１０％１０ｍＬ 両性石ケン液１０％「日医工」 日医工 後発品 7.90

外用薬 2619819X1157 チオ硫酸ナトリウム水和物・エ
タノール

１０ｍＬ ハイポエタノール消毒液２％「日医工」 日医工 後発品 7.90
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内用薬 2171022F3293 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2171022F4290 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 28.00

内用薬 2171022Q1070 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」 大正薬品工業 後発品 17.90

内用薬 2171022Q2077 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「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 33.70

内用薬 3961008F1349 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 10.30

内用薬 3961008F2345 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 24.40

内用薬 4291009F1250 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 456.00

内用薬 4490027F1197 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 66.10

注射薬 2413400D3127 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ７５単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」７５注用 大正薬品工業 後発品 1,585

注射薬 2413400D5049 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １００単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」１００注用 大正薬品工業 後発品 1,971

注射薬 2413400D4107 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」１５０注用 大正薬品工業 後発品 2,268

注射薬 1190401G1182 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 3,368

注射薬 4291403A1118 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 3,311

注射薬 4291403A2114 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 7,834

注射薬 4291403A3110 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 16,978

注射薬 4224403D1111 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 3,169

注射薬 4224403D2118 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 12,618

外用薬 1319739Q1282 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 512.00
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内用薬 1124003F2281 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.40

内用薬 1124003F2290 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.40

内用薬 1124007F1143 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F2247 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.10

内用薬 1124009F2084 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1124022F1083 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00

内用薬 1124022F2110 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1124026F1324 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1129009F3060 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 26.90

内用薬 1129009F4067 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 42.80

内用薬 1139004G1067 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠１００ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 8.10

内用薬 1139005B1056 ゾニサミド ２０％１ｇ ゾニサミド散２０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.90

内用薬 1139005F1040 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 20.90

内用薬 1149019F1633 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1149029F1157 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 11.50

内用薬 1169002B1116 トリヘキシフェニジル塩酸塩 １％１ｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩散１％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 19.80

内用薬 1169012F1200 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F2207 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 101.30

内用薬 1179020F1244 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179020F2100 ハロペリドール １ｍｇ１錠 ハロペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179020F3298 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179020F4073 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 ハロペリドール錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1179020F5142 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 ハロペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1179041F1327 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F2323 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F3311 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 36.20

内用薬 1190004F1161 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1190011F1030 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 1,106.00

内用薬 1190012F1310 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 167.00

内用薬 1190012F2316 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 249.20

内用薬 1190012F3320 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 167.00

内用薬 1190012F4327 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 249.20

内用薬 1190012F5030 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 429.00

内用薬 1190012F5048 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5056 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5064 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 429.00
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内用薬 1190012F5072 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 429.00

内用薬 1190012F5080 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5099 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 386.10

内用薬 1190012F5102 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 429.00

内用薬 1190012F5110 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5129 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5137 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 429.00

内用薬 1190012F5145 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5153 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5161 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 429.00

内用薬 1190012F5170 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5188 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5196 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5200 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5218 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5226 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5234 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 429.00

内用薬 1190012F5242 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 429.00

内用薬 1190012F5250 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 429.00

内用薬 1190012F5269 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 429.00

内用薬 1190012F6036 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6044 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6052 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6060 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 429.00

内用薬 1190012F6079 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6087 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6095 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 386.10

内用薬 1190012F6109 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 429.00

内用薬 1190012F6117 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6125 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 429.00

内用薬 1190012F6133 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6141 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6150 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6168 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 429.00

内用薬 1190012F6176 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6184 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6192 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6206 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 429.00

内用薬 1190012F6214 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6222 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6230 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 429.00
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内用薬 1190012F6249 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 429.00

内用薬 1190012F6257 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 429.00

内用薬 1190012F6265 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 429.00

内用薬 1190012F6273 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 429.00

内用薬 1190012F6281 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「モチダ」 ダイト 後発品 429.00

内用薬 1190012F6290 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

救急薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012Q3038 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 441.80

内用薬 1190012Q3046 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 441.80

内用薬 1190012S1032 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 149.80

内用薬 1190012S2039 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 223.50

内用薬 1190012S3027 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 384.70

内用薬 1190012S3035 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 384.70

内用薬 1219003D1042 ピペリジノアセチルアミノ安息
香酸エチル

２０％１ｇ ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル
顆粒２０％「日医工」

日医工 後発品 6.20

内用薬 1219003F1060 ピペリジノアセチルアミノ安息
香酸エチル

１００ｍｇ１錠 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル
錠１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 1231009F1100 メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠 メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1231013D1083 チキジウム臭化物 ２％１ｇ チキジウム臭化物顆粒２％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 11.80

内用薬 1231013M1083 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 1231013M1091 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80

内用薬 1231013M2195 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.90

内用薬 1231013M2209 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.90

内用薬 1249009F1414 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 1249009F1422 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1249010F1271 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 1249010F1280 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 1249010F1298 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1339002F1500 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1339005F1458 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 1339005F2225 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2119003F2634 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2119003M1289 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2119004F1055 デノパミン ５ｍｇ１錠 デノパミン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.20

内用薬 2119004F2051 デノパミン １０ｍｇ１錠 デノパミン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.70

内用薬 2119006F3022 ピモベンダン ０．６２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠０．６２５ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 後発品 40.40

内用薬 2123005F1265 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2123009F3649 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.60

内用薬 2123009F3657 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2123011F1317 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 13.40

内用薬 2123011F2577 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.80

内用薬 2123016F1123 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 28.50

内用薬 2123016F1131 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 18.30

内用薬 2123016F2200 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 54.10
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内用薬 2123016F2219 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 24.80

内用薬 2123016F3045 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ウェルビー錠０．６２５ｍｇ サンド 後発品 9.60

内用薬 2123016F3053 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2123016F3061 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2123016F3070 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2123016F3088 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 10.00

内用薬 2123016F3096 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 9.60

内用薬 2132004F1103 ヒドロクロロチアジド ２５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2132004F2037 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2132004F3025 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジドＯＤ錠１２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2133001F1620 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 15.20

内用薬 2133001F1638 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2144001F1259 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2144002F1300 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 10.50

内用薬 2144002F2357 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 14.40

内用薬 2144002F3272 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 21.80

内用薬 2144011F1074 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.20

内用薬 2144011F1082 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.80

内用薬 2144011F2070 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2144011F2089 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.70

内用薬 2144012F1095 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 41.40

内用薬 2144012F2091 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 72.20

内用薬 2149009F1081 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10

内用薬 2149009F2070 ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2149010F1165 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 2149010F1173 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2149010F2234 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 2149010F2242 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2149022F1087 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 ニルバジピン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2149022F2105 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 16.30

内用薬 2149026F1182 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.10

内用薬 2149026F1190 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.20

内用薬 2149026F2227 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 10.00

内用薬 2149026F2235 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 16.00

内用薬 2149026F3223 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 17.10

内用薬 2149026F3231 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.40

内用薬 2149026F4181 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 28.90

内用薬 2149026F4190 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 64.50

内用薬 2149027F1144 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90

内用薬 2149027F2167 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 14.80

内用薬 2149027F3163 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 25.50
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内用薬 2149031F1078 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 21.80

内用薬 2149031F2082 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 32.80

内用薬 2171006F1356 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2171006F1364 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171006F2158 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.30

内用薬 2171006F2166 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.30

内用薬 2171012F1220 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171012F2390 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171014M1163 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171014M2305 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171019F1108 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.50

内用薬 2171019F2082 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.10

内用薬 2171020F1232 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 ニトレンジピン錠５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 8.70

内用薬 2171022F3315 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 15.80

内用薬 2171022F4311 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 28.00

内用薬 2171022F6160 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 34.70

内用薬 2171022F6179 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 56.40

内用薬 2171022F6187 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 63.00

内用薬 2171022F6195 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 49.60

内用薬 2171022F6209 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.00

内用薬 2171022F6217 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 大興製薬 後発品 52.20

内用薬 2171022F6225 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F6233 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 49.60

内用薬 2171022F6241 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 46.40

内用薬 2171022F6250 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 52.20

内用薬 2171022Q1097 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「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 16.60

内用薬 2171022Q2093 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「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 31.20

内用薬 2171023F1082 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171023F2127 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.80

内用薬 2183005G2150 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 6.30

内用薬 2183005G2168 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2189010F1390 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＥＥ」 サンノーバ 後発品 26.90

内用薬 2189010F1403 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 19.20

内用薬 2189010F1411 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 19.20

内用薬 2189010F2418 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 サンノーバ 後発品 47.90

内用薬 2189010F2426 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 32.80

内用薬 2189010F2434 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 38.00

内用薬 2189011F1254 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 46.00

内用薬 2189011F1262 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 35.70

内用薬 2189011F2226 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 71.30

内用薬 2189011F3206 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 218.50
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内用薬 2189015F1228 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 36.10

内用薬 2189015F2224 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 68.90

内用薬 2189015F3026 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 40.10

内用薬 2189015F4022 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 76.50

内用薬 2189016F1036 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1044 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1052 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 39.80

内用薬 2189016F1060 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1079 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.80

内用薬 2189016F1087 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.80

内用薬 2189016F1095 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.80

内用薬 2189016F1109 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 39.80

内用薬 2189016F1117 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1125 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1133 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1141 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 39.80

内用薬 2189016F1150 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 39.80

内用薬 2189016F1168 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1176 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1184 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.80

内用薬 2189016F1192 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 39.80

内用薬 2189016F1206 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 39.80

内用薬 2189016F1214 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 39.80

内用薬 2189016F1222 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1230 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 39.80

内用薬 2189016F1249 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1257 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 39.80

内用薬 2189016F1265 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F2032 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2040 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2059 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 75.50

内用薬 2189016F2067 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2075 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 75.50

内用薬 2189016F2083 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 75.50

内用薬 2189016F2091 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 75.50

内用薬 2189016F2105 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 75.50

内用薬 2189016F2113 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2121 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2130 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2148 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 75.50

内用薬 2189016F2156 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 75.50
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内用薬 2189016F2164 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2172 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2180 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 75.50

内用薬 2189016F2199 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 75.50

内用薬 2189016F2202 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 75.50

内用薬 2189016F2210 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 75.50

内用薬 2189016F2229 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2237 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 75.50

内用薬 2189016F2245 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2253 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 75.50

内用薬 2189016F2261 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F3039 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3047 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3055 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 143.20

内用薬 2189016F3063 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3071 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 143.20

内用薬 2189016F3080 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 143.20

内用薬 2189016F3098 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 143.20

内用薬 2189016F3101 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 143.20

内用薬 2189016F3110 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 143.20

内用薬 2189016F3128 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 143.20

内用薬 2189016F3136 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 143.20

内用薬 2189016F4035 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.80

内用薬 2189016F5031 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 75.50

内用薬 2190005F1292 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.40

内用薬 2190005F1306 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2190005F2191 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190005F2205 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2190006M1202 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

１００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル１００ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 2190006M2225 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル２００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2190018F2156 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１ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190018F3179 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２ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190021F1453 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60

内用薬 2190021F1461 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 9.60

内用薬 2190022F1202 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錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 11.40

内用薬 2223001B1252 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１
０％「日医工」

日医工 後発品 9.10

内用薬 2223001F2137 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１
５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2233002F1301 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F2120 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 7.90

内用薬 2233002Q1132 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％「テ
バ」

テバ製薬 後発品 2.60

内用薬 2234001F1347 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.00
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内用薬 2234001F1355 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.00

内用薬 2234001Q1127 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％
「イセイ」

イセイ 後発品 1.40

内用薬 2239001F1750 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「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2239001F1769 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「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2239001N1160 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４
５ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 37.90

内用薬 2239001Q1182 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％「トーワ」

東和薬品 後発品 5.10

内用薬 2239001S1139 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０．７５％
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 6.20

内用薬 2251001F1089 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2251001F1097 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2252006R2049 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．５％１ｇ フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小児用
０．５％「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 36.20

内用薬 2254001F1102 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 2259002R1118 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％
「タカタ」

高田製薬 後発品 9.00

内用薬 2259004F1161 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2322001D1316 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒９９％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.20

内用薬 2323001D3073 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

１％１ｇ アズレン顆粒１％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2323001F1250 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

２ｍｇ１錠 アズレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2325001F1556 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2325001F1564 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2325001F2250 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン錠４００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 7.00

内用薬 2325002F1267 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.70

内用薬 2325002F1275 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.70

内用薬 2325002F2182 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 2325002F2190 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.40

内用薬 2325003F1318 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60

内用薬 2325003F1326 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 2325005F1040 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.40

内用薬 2325005M1162 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 26.80

内用薬 2325005M2118 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 2325005M2126 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 16.60

内用薬 2329008C1135 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329008D1181 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「日医工」 日医工 後発品 6.20

内用薬 2329008S1121 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「日医工」 日医工 後発品 2.90

内用薬 2329022H1205 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 64.80

内用薬 2329022H2171 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 40.00

内用薬 2354003F2359 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 5.00

内用薬 2354003F2367 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00

内用薬 2354003F2375 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.00

内用薬 2359005S1291 ピコスルファートナトリウム水和
物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 9.90

内用薬 2362001F1126 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.00

内用薬 2362001F1134 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2362001F2238 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 6.20
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内用薬 2362001F2246 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 5.80

内用薬 2399004C1107 メトクロプラミド ２％１ｇ メトクロプラミド細粒２％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2399004F1235 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F1213 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F1221 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2399005F2333 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F2341 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2399006C1190 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 7.20

内用薬 2399006F1544 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399006F1552 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2478001G1160 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍ
ｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 64.10

内用薬 2491001F5188 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2491001F5196 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2491001F6206 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.80

内用薬 2491001F6214 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2491001F6222 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2590002F1509 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「フ
ソー」

ダイト 後発品 10.40

内用薬 2590005F3157 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 4.50

内用薬 2590005F3165 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2590008F1166 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 41.80

内用薬 2590008F2162 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 89.70

内用薬 2590008N1217 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 28.10

内用薬 2590008N2213 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 48.20

内用薬 3112001M1275 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「ＥＥ」

サンノーバ 後発品 6.50

内用薬 3112001M1283 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 6.50

内用薬 3112001M1291 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3112001M1305 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3112001M2344 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「ＥＥ」

サンノーバ 後発品 9.90

内用薬 3112001M2352 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 9.90

内用薬 3112001M3332 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１μｇ「Ｅ
Ｅ」

サンノーバ 後発品 19.30

内用薬 3112001M3340 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１μｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 19.30

内用薬 3112001M4231 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３μｇ「Ｅ
Ｅ」

サンノーバ 後発品 63.70

内用薬 3112001M4240 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３μｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 52.80

内用薬 3112004M1180 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 8.40

内用薬 3122008F1053 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3131002D1151 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル顆粒１０％「イ
セイ」

イセイ 後発品 6.20

内用薬 3131002F1322 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 5.40

内用薬 3133001B1215 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン散２０％「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.20

内用薬 3136004F1093 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン錠２５０μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3136004F2243 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3136004F2251 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60
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内用薬 3160002M2176 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 20.90

内用薬 3222013F1149 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3321002F2420 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 3327002F1185 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「三恵」 三恵薬品 後発品 6.30

内用薬 3399004M1360 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 14.70

内用薬 3399005F1250 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＡＦＰ」 シオノケミカル 後発品 46.20

内用薬 3399005F1269 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.80

内用薬 3399005F2087 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 60.60

内用薬 3919300F1203 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 肝臓加水分解物腸溶錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 3943001F1616 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3943001F2272 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3961007F1220 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961007F2111 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961008F4097 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.30

内用薬 3961008F5093 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.40

内用薬 3961008F6081 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 3969003F1123 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 13.20

内用薬 3969003F2120 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 23.40

内用薬 3999003F1343 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「フ
ソー」

ダイト 後発品 22.30

内用薬 3999008F1419 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.50

内用薬 3999008F1427 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 8.30

内用薬 3999013F1320 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 43.70

内用薬 3999013F1339 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 43.70

内用薬 3999014F1023 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 325.70

内用薬 3999014F1031 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 325.70

内用薬 3999014F2020 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 575.30

内用薬 3999014F2038 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 575.30

内用薬 3999014F3026 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠１．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 802.50

内用薬 3999014F4022 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 タクロリムス錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 1,417.50

内用薬 3999014F5029 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 2,156.10

内用薬 3999014F5037 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,156.10

内用薬 3999017M1034 ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０
ｍｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 207.80

内用薬 3999017M1042 ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０
ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 207.80

内用薬 3999018F1153 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 48.00

内用薬 3999018F2150 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 380.40

内用薬 4229101M1068 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンエヌピー配合カプセルＴ２０ ニプロ 後発品 430.00

内用薬 4229101M1076 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンメイジ配合カプセルＴ２０ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 430.00

内用薬 4229101M1084 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テノックス配合カプセルＴ２０ あすか製薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M1092 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テメラール配合カプセルＴ２０ 共和薬品工業 後発品 430.00

内用薬 4229101M2064 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンエヌピー配合カプセルＴ２５ ニプロ 後発品 517.30

内用薬 4229101M2072 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンメイジ配合カプセルＴ２５ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 517.30
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内用薬 4229101M2080 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テノックス配合カプセルＴ２５ あすか製薬 後発品 517.30

内用薬 4229101M2099 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テメラール配合カプセルＴ２５ 共和薬品工業 後発品 517.30

内用薬 4291011F1036 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1044 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1052 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1060 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 後発品 1,842.40

内用薬 4413004F1286 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 4419002Q1125 ｄ－クロルフェニラミンマレイン
酸塩

０．０４％１０ｍＬ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロッ
プ０．０４％「トーワ」

東和薬品 後発品 12.40

内用薬 4419006F1416 ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 4490003R1317 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ケトチフェンドライシロップ小児用０．１％
「フソー」

ダイト 後発品 18.10

内用薬 4490004F1102 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 4490004F1110 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 4490005F1573 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 21.70

内用薬 4490014F1262 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 24.00

内用薬 4490014F2307 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 37.90

内用薬 4490016M1082 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 36.40

内用薬 4490016M2089 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 36.40

内用薬 4490020R1043 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％
「日医工」

日医工 後発品 162.60

内用薬 4490023F1253 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1261 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 45.40

内用薬 4490023F1270 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F1288 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F2250 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2268 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 35.40

内用薬 4490023F2276 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023F2284 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023F3078 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3086 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド　エーザイ 後発品 52.90

内用薬 4490023F3094 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 52.90

内用薬 4490023F3108 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F4058 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F4066 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023R1020 フェキソフェナジン塩酸塩 ６％１ｇ フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 99.20

内用薬 4490025F1287 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 28.40

内用薬 4490025F2283 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 36.10

内用薬 6132002R4094 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ セファレキシンドライシロップ小児用５
０％「日医工」

日医工 後発品 22.20

内用薬 6132005M1229 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 23.40

内用薬 6132005M1237 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.40

内用薬 6132009C1108 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ セフテラムピボキシル細粒小児用１０％
「日医工」

日医工 後発品 61.80

内用薬 6132011F1101 セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 42.50

内用薬 6132011F1110 セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 48.20
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内用薬 6132013C1147 セフジニル １００ｍｇ１ｇ セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 62.30

内用薬 6132013M1126 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 37.20

内用薬 6132013M2149 セフジニル １００ｍｇ１カプセル セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 41.80

内用薬 6149002F1169 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 26.90

内用薬 6149004C1048 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 216.00

内用薬 6149004C1056 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 216.00

内用薬 6149004C1064 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 216.00

内用薬 6149004C1072 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒１０％小児用「ＫＮ」 小林化工 後発品 216.00

内用薬 6149004C1080 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカ
タ」

高田製薬 後発品 216.00

内用薬 6149004F1036 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 全星薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1044 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1052 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1060 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 162.80

内用薬 6149004F1079 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 162.80

内用薬 6149004F1087 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 162.80

内用薬 6149004F1095 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 162.80

内用薬 6149004F1109 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 162.80

内用薬 6149004F1117 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1125 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1133 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 162.80

内用薬 6149004F1141 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1150 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1168 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 162.80

内用薬 6149004F1176 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 162.80

内用薬 6149004F1184 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F3020 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１錠 アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 148.50

内用薬 6149004F4027 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 325.60

内用薬 6149004F4035 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 325.60

内用薬 6149004M1035 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 148.50

内用薬 6149004M1043 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 148.50

内用薬 6149004M1051 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 148.50

内用薬 6152005D1108 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.00

内用薬 6152005F1095 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.10

内用薬 6152005F1109 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.10

内用薬 6152005F2113 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.10

内用薬 6152005F2121 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 30.10

内用薬 6219001H1080 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 31.00

内用薬 6219001H2079 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 18.50

内用薬 6241006F1156 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 20.80

内用薬 6241008F1120 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 12.90

内用薬 6241008F1139 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 43.30
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内用薬 6241008F2160 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 50.00

内用薬 6250002D1199 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル顆粒４０％「トーワ」 東和薬品 後発品 117.60

内用薬 6250002F1262 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.60

内用薬 6250002F2269 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル錠４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 91.00

内用薬 6250019D1038 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 323.80

内用薬 6250019D1046 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「トーワ」 東和薬品 後発品 323.80

内用薬 6250019D1054 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「日医工」 日医工 後発品 323.80

内用薬 6250019D1062 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 323.80

内用薬 6250019F1039 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1047 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1055 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1063 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1071 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 268.90

内用薬 6250019F1080 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1098 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 268.90

内用薬 6250019F1101 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 268.90

内用薬 6250019F1110 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 268.90

内用薬 6250019F1128 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1136 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1144 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 268.90

内用薬 6250019F1152 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 268.90

内用薬 6250019F1160 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 268.90

内用薬 6250019F1179 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1187 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「オーハラ」 エール薬品 後発品 268.90

内用薬 6250019F1195 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 268.90

内用薬 6250019F1209 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1217 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1225 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1233 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1241 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 268.90

内用薬 6250019F1250 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1268 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1276 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 268.90

内用薬 6250019F1284 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 268.90

内用薬 6250019F1292 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓器」 東洋カプセル 後発品 268.90

内用薬 6250019F1306 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 268.90

内用薬 6250019F1314 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 268.90

内用薬 6250019F1322 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F2027 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１包 バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 持田製薬 後発品 313.70

内用薬 6290005F1296 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 110.40

内用薬 6419001F1048 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 チニダゾール錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 44.70
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内用薬 6419001F2044 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 チニダゾール錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 121.60

内用薬 8119002N1023 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 帝國製薬 後発品 103.30

内用薬 8119002N2020 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 190.20

内用薬 8119002N3026 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 350.00

内用薬 8119002N4022 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 644.40

注射薬 1242401A1366 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 56

注射薬 2119404A1212 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 301

注射薬 2190406G1074 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アリプロスト注シリンジ５μｇ 富士製薬工業 後発品 1,869

注射薬 2190406G2097 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アリプロスト注シリンジ１０μｇ 富士製薬工業 後発品 2,234

注射薬 2325400A1220 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注射液２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56

注射薬 2391400A3180 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 1,563

注射薬 2391400A4187 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 2,400

注射薬 2399401A1130 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 56

注射薬 2499407G1038 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．
８８ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 20,840

注射薬 2499407G1046 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．
８８ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 20,840

注射薬 2499407G2034 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．
７５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 29,519

注射薬 2499407G2042 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．
７５ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 29,519

注射薬 3136403A1221 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 56

注射薬 3234401G1030 キシリトール ２０％２０ｍＬ１筒 キシリトール注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 197

注射薬 3319534A4178 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン輸液「ＮＰ」 ニプロ 後発品 155

注射薬 3319534A4186 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 155

注射薬 3319534A6138 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 273

注射薬 3334400A3049 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１瓶 ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 733

注射薬 3334400A5041 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位２０ｍＬ１瓶 ヘパリンＣａ注射液２万単位／２０ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 607

注射薬 3334400A6072 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍＬ１瓶 ヘパリンＣａ注射液５万単位／５０ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 1,325

注射薬 3334400A7044 ヘパリンカルシウム １００，０００単位１００ｍＬ１
瓶

ヘパリンＣａ注射液１０万単位／１００ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,933

注射薬 3999407D1238 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 252

注射薬 3999407D2242 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 691

注射薬 3999408A1279 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 344

注射薬 3999408G1409 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「ＡＦＰ」

シオノケミカル 後発品 448

注射薬 4224401A7033 シタラビン １ｇ１瓶 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 8,403

注射薬 4224401A8021 シタラビン ４００ｍｇ１瓶 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 3,796

注射薬 4224403D1120 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 2,596

注射薬 4224403D2126 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 12,618

注射薬 4240405A1053 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解
液付）

ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A2050 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液
付）

ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 43,164

注射薬 4240405A3030 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

大興製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A3048 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ケ
ミファ」

ナガセ医薬品 後発品 12,552

注射薬 4240405A3056 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A3064 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ
「トーワ」

東和薬品 後発品 12,552

注射薬 4240405A4036 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

大興製薬 後発品 43,164
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注射薬 4240405A4044 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ケ
ミファ」

ナガセ医薬品 後発品 43,164

注射薬 4240405A4052 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 43,164

注射薬 4240405A4060 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ
「トーワ」

東和薬品 後発品 43,164

注射薬 4240405A5032 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ
「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 12,552

注射薬 4240405A6039 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ
「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 43,164

注射薬 4240405A7027 ドセタキセル水和物 １２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液１２０ｍｇ／１２
ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 61,946

注射薬 6112400A1084 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注３００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 99

注射薬 6112400A3117 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注６００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 99

注射薬 6112401A1151 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注３００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 188

注射薬 6112401A2166 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注６００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 270

注射薬 6123404A1116 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 437

注射薬 6123404A2090 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 887

注射薬 6131403D1233 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 194

注射薬 6131403D1241 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注用１ｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 185

注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 297

注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注用２ｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 321

注射薬 6132419F1143 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 382

注射薬 6132419F2166 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 444

注射薬 6139500F1121 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 ワイスタール配合静注用０．５ｇ ニプロ 後発品 362

注射薬 6139500F2179 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ワイスタール配合静注用１ｇ ニプロ 後発品 422

注射薬 6139500G1089 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ ニプロ 後発品 721

注射薬 6152401F1146 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 188

注射薬 6250401A1077 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 872

注射薬 6250401F1244 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 872

注射薬 6290401A4080 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,475

注射薬 6290401A5086 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール静注２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 4,308

注射薬 6290401A6058 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,475

注射薬 7219412A9097 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412G1064 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,548

注射薬 7219412G2095 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 3,375

注射薬 7219412G6074 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 4,326

注射薬 7219415A8078 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 796

注射薬 7219415A9082 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,289

注射薬 7219415G9034 イオヘキソール ６４．７１％１１０ｍＬ１筒 イオパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 7,525

注射薬 7219415H1098 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 3,483

注射薬 7219415H2094 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 イオベリン３００注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 5,465

注射薬 7219415H3074 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,795

注射薬 7219415H4070 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 4,178

注射薬 7219415H5077 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 6,861

注射薬 7219415H7053 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１袋 イオヘキソール３００注バッグ１００ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 5,913

注射薬 7223401A1120 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩注０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 502
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外用薬 1141700J3153 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1149700J1108 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1149700J2104 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 22.00

外用薬 1319701Q3032 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液１％「わ
かもと」

わかもと製薬 後発品 281.80

外用薬 1319701Q4039 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わ
かもと」

わかもと製薬 後発品 398.30

外用薬 1319702Q3045 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 364.60

外用薬 1319702Q3053 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 364.60

外用薬 1319702Q3061 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ニットー」 東亜薬品 後発品 364.60

外用薬 1319702Q4041 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 525.70

外用薬 1319702Q4050 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 525.70

外用薬 1319702Q4068 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ニットー」 東亜薬品 後発品 525.70

外用薬 1319722Q1201 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 43.00

外用薬 1319722Q1210 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「日医工」 日医工 後発品 53.10

外用薬 1319722Q1228 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 43.00

外用薬 1319730Q1338 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 296.90

外用薬 1319730Q1346 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「日医工」 日医工 後発品 242.30

外用薬 1319743Q1041 ブロムフェナクナトリウム水和
物

０．１％１ｍＬ ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 78.10

外用薬 1329705Q1310 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ケトチフェン点鼻液０．０５％「サワイ」 沢井製薬 後発品 384.50

外用薬 1329707Q4024 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

８．１６ｍｇ１６ｍＬ１瓶 フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 日本臓器製薬 後発品 2,162.30

外用薬 2259707S1195 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 28.20

外用薬 2259707S2191 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.90

外用薬 2259707S3198 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 54.60

外用薬 2260700C1149 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

０．４％１ｇ アズレン含嗽用顆粒０．４％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.90

外用薬 2399709E1043 セチルピリジニウム塩化物水
和物

２ｍｇ１錠 セチルピリジニウム塩化物トローチ２ｍｇ
「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.60

外用薬 2529706H1050 チニダゾール ２００ｍｇ１個 チニダゾール腟錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 51.20

外用薬 2559808M1039 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン １ｇ ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ製薬 後発品 18.00

外用薬 2612701Q3431 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 14.60

外用薬 2612701Q5027 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ１管 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケー
タ「オーツカ」１０ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 10.50

外用薬 2612701Q6023 ポビドンヨード １０％２５ｍＬ１管 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケー
タ「オーツカ」２５ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 16.80

外用薬 2619702Q1272 クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液
ＥＷ０．５％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 6.30

外用薬 2619716Q1231 アルキルジアミノエチルグリシ
ン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩
消毒用液１０％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 7.30

外用薬 2639700N1067 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 東和薬品 後発品 31.80

外用薬 2639700Q1063 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジフロキサシンローション１％「トーワ」 東和薬品 後発品 31.80

外用薬 2649950M1178 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ゲル０．３％「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.60

外用薬 2655700N1192 クロトリマゾール １％１ｇ クロトリマゾールクリーム１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 6.90

外用薬 2655708N1288 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 10.80

外用薬 2655708N1296 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.40

外用薬 2659708N1090 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 東和薬品 後発品 30.80

外用薬 2659708Q1070 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」 東和薬品 後発品 30.80

外用薬 2659710N1209 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 19.30

外用薬 2659710Q1108 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩外用液１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 19.30
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外用薬 2669701N1079 尿素 １０％１ｇ アセチロールクリーム１０％ ポーラファルマ 後発品 5.70

外用薬 2669701N1087 尿素 １０％１ｇ ベギンクリーム１０％ 藤永製薬 後発品 5.70

外用薬 2669701N2075 尿素 ２０％１ｇ アセチロールクリーム２０％ ポーラファルマ 後発品 5.70

外用薬 2669701N2083 尿素 ２０％１ｇ ベギンクリーム２０％ 藤永製薬 後発品 5.70

外用薬 3339950M1145 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテン油性クリーム０．３％ 日医工 後発品 10.80

外用薬 3339950N1051 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.80

外用薬 3339950N1060 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 8.80

外用薬 3339950Q1090 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ローション０．３％「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 8.80

外用薬 3339950R1096 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 20.20

外用薬 6250701M1078 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル軟膏５％「トーワ」 東和薬品 後発品 161.50

外用薬 8219700S5050 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6057 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7053 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8050 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「テ
ルモ」

帝國製薬 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9056 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「テ
ルモ」

帝國製薬 後発品 8,044.90

平成２５年９月２日
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内用薬 6149002F1150 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 31.60

平成２５年８月１日
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内用薬 1179038S2060 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１包 リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 32.00

注射薬 1179038S3067 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 リスペリドン内用液１ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 57.80

注射薬 1179038S4063 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 リスペリドン内用液２ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 104.50

注射薬 1179038S5051 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 リスペリドン内用液３ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 150.90

平成２５年７月１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品
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内用薬 3211002F1040 乳酸カルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 5.60

注射薬 3334400A4045 ヘパリンカルシウム １０，０００単位１０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム注１万単位／１０ｍＬ
「ＡＹ」

エイワイファーマ 後発品 375

注射薬 3334400A6064 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム注５万単位／５０ｍＬ
「ＡＹ」

エイワイファーマ 後発品 1,032

注射薬 6132419F1135 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 382

注射薬 6132419F2158 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 444

平成２５年６月２１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 1124003F2273 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.40
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内用薬 1124003F3164 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F1127 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F1135 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1124007F2220 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F2239 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1124009F1320 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 7.60

内用薬 1124009F1339 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1124009F1347 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.60

内用薬 1124009F1355 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7.60

内用薬 1124009F3030 ブロチゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.60

内用薬 1124013C1061 オキサゾラム １０％１ｇ オキサゾラム細粒１０％「イセイ」 イセイ 後発品 10.70

内用薬 1124017F2216 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124017F4219 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124017F5096 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 ジアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124026F1316 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1124029F1123 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.20

内用薬 1124029F2090 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.80

内用薬 1129007F1115 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.80

内用薬 1129007F1123 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 1129007F2090 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.80

内用薬 1129007F2103 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.00

内用薬 1139004G1059 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.10

内用薬 1139004G2071 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 12.70

内用薬 1139004Q1119 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医
工」

日医工 後発品 6.50

内用薬 1147002F1617 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 1147002F1625 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1147002N1190 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7.70

内用薬 1149019C1173 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.60

内用薬 1149019F1609 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.80

内用薬 1149019F1617 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 6.10

内用薬 1149019F1625 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10

内用薬 1149029F1149 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 1149032F1124 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 10.50

内用薬 1149032F2163 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.40

内用薬 1169005F1260 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「フソー」 ダイト 後発品 48.60

内用薬 1169012F1030 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＡＡ」

あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1049 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1057 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド エーザイ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1065 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＦＦＰ」

富士フイルムファーマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1073 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 29.60

内用薬 1169012F1081 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 29.60

18



内用薬 1169012F1090 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 29.60

内用薬 1169012F1103 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 29.60

内用薬 1169012F1111 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 29.60

内用薬 1169012F1120 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 29.60

内用薬 1169012F1138 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 29.60

内用薬 1169012F1146 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ザイダス」

ザイダスファーマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1154 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1162 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1170 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 29.60

内用薬 1169012F1189 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 29.60

内用薬 1169012F1197 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F2037 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2045 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2053 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2061 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2070 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 101.30

内用薬 1169012F2088 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2096 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 101.30

内用薬 1169012F2100 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 101.30

内用薬 1169012F2118 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 101.30

内用薬 1169012F2126 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 101.30

内用薬 1169012F2134 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 101.30

内用薬 1169012F2142 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ザイ
ダス」

ザイダスファーマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2150 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2169 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2177 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 101.30

内用薬 1169012F2185 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 101.30

内用薬 1169012F2193 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F3025 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 29.60

内用薬 1169012F4021 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 101.30

内用薬 1169101F1170 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ１００ ダイト 後発品 14.20

内用薬 1169101F3033 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ５０ ダイト 後発品 7.00

内用薬 1179012F1169 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179012F1177 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1179012F2092 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.30

内用薬 1179012F2106 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 9.30

内用薬 1179019F1071 ヒドロキシジンパモ酸塩 ２５ｍｇ１錠 ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 1179025F1271 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.00

内用薬 1179025F1280 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.00

内用薬 1179025F1298 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.00

内用薬 1179025F1301 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
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内用薬 1179025F2235 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.30

内用薬 1179025F2243 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 1179025F2251 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 1179025F2260 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 1179025F3037 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.80

内用薬 1179028C1104 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.70

内用薬 1179028F1097 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179028F2140 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.60

内用薬 1179028F3073 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠６ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 19.20

内用薬 1179034F1068 セチプチリンマレイン酸塩 １ｍｇ１錠 セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 1179038F5070 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 21.90

内用薬 1179038F6076 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 39.60

内用薬 1179038F7064 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.70

内用薬 1179038F7072 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 12.20

内用薬 1179038F8052 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 35.00

内用薬 1179038F8060 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 57.40

内用薬 1179041F1319 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F2315 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F3265 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3273 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 36.20

内用薬 1179041F3281 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3290 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3303 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F6027 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.20

内用薬 1179042F5041 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 48.00

内用薬 1190004C1106 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 22.80

内用薬 1190004F1145 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.80

内用薬 1190004F1153 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1190004F2133 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.40

内用薬 1190014F2048 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 781.10

内用薬 1190014F2056 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 781.10

内用薬 1222001F1112 クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠 クロルゾキサゾン錠２００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.40

内用薬 1225001F1149 クロルフェネシンカルバミン酸
エステル

１２５ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠
１２５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1225001F2277 クロルフェネシンカルバミン酸
エステル

２５０ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠
２５０ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1249009F1392 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.60

内用薬 1249009F1406 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1249010D1084 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ チザニジン顆粒０．２％「日医工」 日医工 後発品 13.40

内用薬 1249010F1255 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1249010F1263 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1339005F1431 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 6.00

内用薬 1339005F1440 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 6.00
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内用薬 1339005F2217 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 6.30

内用薬 2123005F1257 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2123014F1116 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.80

内用薬 2123014F1124 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 7.80

内用薬 2123014F1132 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.80

内用薬 2123014F2228 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 13.10

内用薬 2123014F2236 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 11.10

内用薬 2123014F2244 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.10

内用薬 2129002M1132 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 16.40

内用薬 2129002M1140 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.60

内用薬 2129002M2236 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 23.70

内用薬 2129003M1170 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 6.80

内用薬 2129003M1188 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 6.80

内用薬 2129003M1196 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 6.80

内用薬 2129003M2192 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 13.80

内用薬 2129003M2206 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 13.80

内用薬 2129005F1200 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 22.40

内用薬 2129007F1063 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 24.50

内用薬 2129007F2060 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 40.10

内用薬 2129008M1130 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 26.60

内用薬 2129008M2144 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 47.80

内用薬 2132003F1419 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 6.00

内用薬 2132003F1427 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2133001F1603 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2133001F1611 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2135001F1136 メフルシド ２５ｍｇ１錠 メフルシド錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2144002F1296 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 16.60

内用薬 2144002F2349 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 29.30

内用薬 2144002F3264 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 35.00

内用薬 2144006F1103 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 リシノプリル錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 11.40

内用薬 2144006F1111 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 リシノプリル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.70

内用薬 2144006F2142 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.20

内用薬 2144006F2150 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 15.70

内用薬 2144006F3106 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2144006F3114 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.40

内用薬 2144012F1087 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 41.40

内用薬 2144012F2083 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 72.20

内用薬 2149010F1157 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7.30

内用薬 2149010F2226 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 2149014M1065 プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 36.40

内用薬 2149026F1174 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.60

21



内用薬 2149026F2219 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 15.10

内用薬 2149026F3215 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 26.50

内用薬 2149026F4173 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 56.10

内用薬 2149027F1136 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90

内用薬 2149027F2159 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.80

内用薬 2149027F3155 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.50

内用薬 2149029F1097 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 24.50

内用薬 2149029F2093 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 38.20

内用薬 2149032F1129 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.40

内用薬 2149032F2125 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 61.70

内用薬 2149043F1038 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1046 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 22.10

内用薬 2149043F1054 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 22.10

内用薬 2149043F1062 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1070 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 22.10

内用薬 2149043F1089 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 22.10

内用薬 2149043F1097 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1100 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 22.10

内用薬 2149043F1119 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 22.10

内用薬 2149043F1127 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.10

内用薬 2149043F1135 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 22.10

内用薬 2149043F2034 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2042 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 39.30

内用薬 2149043F2050 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 39.30

内用薬 2149043F2069 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2077 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.30

内用薬 2149043F2085 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.30

内用薬 2149043F2093 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2107 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 39.30

内用薬 2149043F2115 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 39.30

内用薬 2149043F2123 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.30

内用薬 2149043F2131 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 39.30

内用薬 2171005F1327 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171005F2145 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.10

内用薬 2171008F1126 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 2171010F2626 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2171010F2634 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 2171010F3070 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.90

内用薬 2171021F1253 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 20.30

内用薬 2171021F2276 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 38.20

内用薬 2171021F3248 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 68.00
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内用薬 2171022F3307 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「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 20.00

内用薬 2171022F4303 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「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 37.60

内用薬 2171022F5237 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 34.70

内用薬 2171022F5245 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 34.70

内用薬 2171022F5253 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 63.00

内用薬 2171022F5261 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5270 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 56.40

内用薬 2171022F5288 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5296 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.70

内用薬 2171022F5300 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 後発品 46.40

内用薬 2171022F5318 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.00

内用薬 2171022F5326 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 63.00

内用薬 2171022F5334 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F5342 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 52.20

内用薬 2171022F5350 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 46.40

内用薬 2189008F1449 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.40

内用薬 2189010F1373 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.90

内用薬 2189010F1381 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「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 14.90

内用薬 2189010F2396 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 32.80

内用薬 2189010F2400 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「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 25.20

内用薬 2189011F1246 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 46.00

内用薬 2189011F2218 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 89.50

内用薬 2189011F3192 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 189.80

内用薬 2189015F1198 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 36.10

内用薬 2189015F1201 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1210 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F2194 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 68.90

内用薬 2189015F2208 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2216 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 68.90

内用薬 2190006M2217 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル２００ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190021F1445 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 2190022F1180 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錠１０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 11.40

内用薬 2190022F1199 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錠１０ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 後発品 17.80

内用薬 2233002F1280 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F1298 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2233002F2103 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.90

内用薬 2233002F2111 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.90

内用薬 2233002Q1124 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％
「トーワ」

東和薬品 後発品 2.60

内用薬 2233002R1065 カルボシステイン ３３．３％１ｇ カルボシステインＤＳ３３．３％「トーワ」 東和薬品 後発品 9.50

内用薬 2233002R2045 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 13.10

内用薬 2233002R2053 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインドライシロップ５０％「テ
バ」

テバ製薬 後発品 13.10
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内用薬 2239001F1726 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「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2239001F1734 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「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2239001F1742 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「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2239001S2046 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内用液０．３％
「日医工」

日医工 後発品 10.30

内用薬 2251001F2174 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2251001G1092 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.50

内用薬 2251001G2080 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.50

内用薬 2251001G3060 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2251001R1131 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ＤＳ小児用２０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 57.10

内用薬 2251001R1140 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２
０％「日医工」

日医工 後発品 49.30

内用薬 2259004F1153 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2259004Q1189 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／ｍ
Ｌ「テバ」

大正薬品工業 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1197 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／ｍ
Ｌ「日医工」

日医工 後発品 3.80

内用薬 2319001C2109 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．１％「フソー」 ダイト 後発品 15.40

内用薬 2319001C3032 塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．２％「フソー」 ダイト 後発品 32.20

内用薬 2319001M1337 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「フソー」 ダイト 後発品 15.00

内用薬 2325001F1548 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2325002F1259 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.60

内用薬 2325002F2174 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.30

内用薬 2325003B1103 ファモチジン １０％１ｇ ファモチジン散１０％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 98.70

内用薬 2325003B1111 ファモチジン １０％１ｇ ファモチジン散１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 146.10

内用薬 2325003B2134 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 18.80

内用薬 2325003B2142 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「トーワ」 東和薬品 後発品 29.40

内用薬 2325003F1288 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2325003F1296 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2325003F1300 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.20

内用薬 2325003F2306 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2325003F2314 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 13.50

内用薬 2325003F2322 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 27.10

内用薬 2325003F3213 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.50

内用薬 2325003F3221 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2325003F3230 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.20

内用薬 2325003F4236 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2325003F4244 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 13.50

内用薬 2325003F4252 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 27.10

内用薬 2329002D2059 アルジオキサ ２０％１ｇ アルジオキサ顆粒２０％「日医工」 日医工 後発品 5.90

内用薬 2329002D3055 アルジオキサ ２５％１ｇ アルジオキサ顆粒２５％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329002D4310 アルジオキサ ５０％１ｇ アルジオキサ顆粒５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329002F2173 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2329004C1161 セトラキサート塩酸塩 ４０％１ｇ セトラキサート塩酸塩細粒４０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.10

内用薬 2329004M1191 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル セトラキサート塩酸塩カプセル２００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.70
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内用薬 2329009M1437 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル スルピリドカプセル５０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 6.30

内用薬 2329011C1196 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.30

内用薬 2329011C2109 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.70

内用薬 2329012C1328 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 15.50

内用薬 2329012M1340 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 2329020F1124 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 7.70

内用薬 2329022H1191 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 102.10

内用薬 2329022H2163 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 54.90

内用薬 2344009C1047 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％〈ハチ〉 東洋製薬化成 後発品 13.60

内用薬 2344009C1055 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグミット細粒８３％ 協和化学工業 後発品 13.60

内用薬 2354003F2332 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00

内用薬 2354003F2340 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 生晃栄養薬品 後発品 5.00

内用薬 2359005F1226 ピコスルファートナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2359005R1117 ピコスルファートナトリウム水和
物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムドライシロップ
１％「日医工」

日医工 後発品 11.80

内用薬 2359005S1283 ピコスルファートナトリウム水和
物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「日医工」

日医工 後発品 9.90

内用薬 2362001F1118 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2362001F2203 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.70

内用薬 2362001F2211 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 2362001F2220 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2399005F1191 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2399005F1205 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2399005F2317 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2399005F2325 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2399006C1181 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 9.50

内用薬 2399006F1528 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2399006F1536 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2478001G1151 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 64.10

内用薬 2478002F1088 メドロキシプロゲステロン酢酸
エステル

２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠
２．５ｍｇ「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 12.20

内用薬 2590005F3149 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2590007F1269 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 33.30

内用薬 2590007F2257 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 52.70

内用薬 3112001M1259 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「テバ」

大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3112001M1267 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 6.50

内用薬 3112001M2310 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 9.90

内用薬 3112001M3308 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１．０μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 19.30

内用薬 3112001M4207 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３．０μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 63.70

内用薬 3131002C1083 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル細粒１０％「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 3131002F1314 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 3133001F3163 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3136004F1085 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3136004F2235 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60
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内用薬 3150002M1092 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル トコフェロール酢酸エステルカプセル１０
０ｍｇ「セイコー」

生晃栄養薬品 後発品 5.60

内用薬 3214001F1063 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム
水和物

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3321002F2412 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3399002F1311 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ダイト」 ダイト 後発品 20.30

内用薬 3399002F1320 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F1338 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 24.00

内用薬 3399002F2334 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 37.70

内用薬 3399002F2342 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.70

内用薬 3399002F2350 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 37.70

内用薬 3399002F2369 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.60

内用薬 3399002F3039 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F3047 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 68.10

内用薬 3399002F4035 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.60

内用薬 3399002F4043 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 118.10

内用薬 3399005F1218 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 24.80

内用薬 3399005F1226 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 24.80

内用薬 3399005F1234 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.90

内用薬 3399005F1242 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 27.60

内用薬 3399005F2060 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 38.40

内用薬 3399005F2079 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 62.90

内用薬 3399007H1110 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3929003C1075 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 日医工 後発品 73.20

内用薬 3929003M2034 球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセル 球形吸着炭カプセル２８６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.30

内用薬 3943001F1578 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3943001F1586 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.00

内用薬 3943001F1594 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 3943001F1608 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.20

内用薬 3943001F2230 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 3.10

内用薬 3943001F2248 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.00

内用薬 3943001F2256 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 3943001F2264 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 3.50

内用薬 3949002F1126 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3949002F2181 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 6.80

内用薬 3961003F1168 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F2229 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961007F1204 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F1212 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961007F2090 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F2103 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961008F3309 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 8.70

内用薬 3961008F4089 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 10.30
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内用薬 3961008F5085 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.40

内用薬 3961008F6057 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F6065 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 8.70

内用薬 3961008F6073 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 8.70

内用薬 3969004F1284 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 16.80

内用薬 3969004F1292 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.80

内用薬 3969004F1306 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 20.90

内用薬 3969004F1314 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 20.90

内用薬 3969004F2280 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 23.40

内用薬 3969004F2299 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 23.40

内用薬 3969004F2302 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 28.80

内用薬 3969004F2310 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 28.80

内用薬 3969006F1062 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.70

内用薬 3969006F2069 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 31.60

内用薬 3999004M3102 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 67.90

内用薬 3999004M4109 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 151.70

内用薬 3999004M5105 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 244.40

内用薬 3999014M1030 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 575.30

内用薬 3999014M2037 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 325.70

内用薬 3999014M3033 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 2,156.10

内用薬 3999018F1145 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.00

内用薬 3999018F2141 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 380.40

内用薬 3999019F1239 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 63.90

内用薬 3999019F1247 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 63.90

内用薬 3999019F1255 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 63.90

内用薬 3999019F1263 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ塩錠２．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 63.90

内用薬 3999019F2057 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 401.60

内用薬 3999019F2065 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2073 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 401.60

内用薬 3999019F2081 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2090 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 401.60

内用薬 3999019F2103 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 401.60

内用薬 3999019F2111 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 446.20

内用薬 3999019F2120 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 401.60

内用薬 3999019F2138 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 401.60

内用薬 3999019F2146 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 446.20

内用薬 3999019F2154 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 446.20

内用薬 3999019F2162 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 446.20

内用薬 3999019F2170 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 446.20

内用薬 3999019F2189 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 446.20

内用薬 3999019F2197 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 401.60
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内用薬 3999019F2200 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2219 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ユートク」 大興製薬 後発品 446.20

内用薬 3999019F2227 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ塩錠１７．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 401.60

内用薬 3999019F2235 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 401.60

内用薬 3999019F2243 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 446.20

内用薬 4229101M1041 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合カプセルＴ２０ 沢井製薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M1050 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２０ 日本化薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M2048 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合カプセルＴ２５ 沢井製薬 後発品 517.30

内用薬 4229101M2056 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２５ 日本化薬 後発品 517.30

内用薬 4291010F1210 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 309.80

内用薬 4420002F1133 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.80

内用薬 4420002F2091 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 ブシラミン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.30

内用薬 4490014F1238 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 24.00

内用薬 4490014F1246 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 41.40

内用薬 4490014F1254 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 59.00

内用薬 4490014F2277 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.70

内用薬 4490014F2285 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.20

内用薬 4490014F2293 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 83.30

内用薬 4490014R1072 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 41.00

内用薬 4490014R1080 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 66.00

内用薬 4490023F1059 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F1067 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1075 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

興和 後発品 45.40

内用薬 4490023F1083 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1091 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡ
ＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1105 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 45.40

内用薬 4490023F1113 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F1121 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.40

内用薬 4490023F1130 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1148 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1156 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1164 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1172 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「三
和」

日本薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1180 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ダイ
ト」

ダイト 後発品 45.40

内用薬 4490023F1199 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1202 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F1210 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 45.40

内用薬 4490023F1229 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 45.40

内用薬 4490023F1237 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1245 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロパッチ 後発品 45.40

内用薬 4490023F2055 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 35.40
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内用薬 4490023F2063 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2071 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

興和 後発品 35.40

内用薬 4490023F2080 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2098 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡ
ＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2101 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 35.40

内用薬 4490023F2110 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F2128 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 35.40

内用薬 4490023F2136 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2144 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2152 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2160 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2179 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「三
和」

日本薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2187 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ダイ
ト」

ダイト 後発品 35.40

内用薬 4490023F2195 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2209 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F2217 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 35.40

内用薬 4490023F2225 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 35.40

内用薬 4490023F2233 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2241 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロパッチ 後発品 35.40

内用薬 4490023F3035 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＦＦＰ」

富士フイルムファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3043 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3051 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F3060 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 45.40

内用薬 4490023F4023 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F4031 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F4040 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 35.40

内用薬 4490025F3093 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 28.40

内用薬 4490025F3107 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F3115 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 28.40

内用薬 4490025F3123 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 28.40

内用薬 4490025F3131 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 28.40

内用薬 4490025F4090 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 36.10

内用薬 4490025F4103 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F4111 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 4490025F4120 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 4490025F4138 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 36.10

内用薬 4490027R1061 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 144.50

内用薬 4490027R1070 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンドライシロップ１％「日医工」 日医工 後発品 144.50

内用薬 6131001M1134 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6131001M2343 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6132005M1210 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 21.20
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内用薬 6149002F1142 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＲＭ」 ローマン工業 後発品 40.70

内用薬 6149003F1210 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 39.70

内用薬 6149003F2232 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 62.50

内用薬 6149003R1216 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 70.40

内用薬 6241006F1148 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.30

内用薬 6241008F1112 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.00

内用薬 6241008F2143 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 35.30

内用薬 6290005F1261 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 117.30

内用薬 6290005F1270 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 123.90

内用薬 6290005F1288 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 77.90

内用薬 7990100A1130 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 オーペグ配合内用剤 日医工 後発品 577.70

注射薬 1190401A1244 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 3,769

注射薬 1242401G1032 ブチルスコポラミン臭化物 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇシリ
ンジ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 159

注射薬 2119404A1190 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 エール薬品 後発品 416

注射薬 2119404A1204 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 301

注射薬 2171403A8034 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／５０ｍ
Ｌ「ＨＫ」

光製薬 後発品 1,647

注射薬 2190402D3072 アルプロスタジル　アルファデク
ス

２０μｇ１瓶 アルプロスタジルアルファデクス注射用２
０μｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 507

注射薬 2190413F1052 エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 9,430

注射薬 2190413F2059 エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 9,210

注射薬 2190413F3055 エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 18,898

注射薬 2190413F4051 エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 19,118

注射薬 2223400A1042 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

０．５％１ｍＬ１管 デキストロメトルファン臭化水素酸塩注
射液５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 54

注射薬 2325401D1116 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 140

注射薬 2325401D1124 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 140

注射薬 2325401D1132 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注用２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 140

注射薬 2325401D2104 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注射用１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 92

注射薬 2325401D2112 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注射用１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 102

注射薬 2325401D2120 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注用１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 102

注射薬 2590402A1270 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「オー
ハラ」

エール薬品 後発品 242

注射薬 3123400D5060 コカルボキシラーゼ ２５ｍｇ１管（溶解液付） コカルボキシラーゼ注射用２５ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 56

注射薬 3123400D8158 コカルボキシラーゼ ５０ｍｇ１管（溶解液付） コカルボキシラーゼ注射用５０ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 56

注射薬 3136403G1038 メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒 メコバラミン注５００μｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 164

注射薬 3229401A1150 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１管 Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注液
１０ｍＥｑ「トーワ」

東和薬品 後発品 56

注射薬 3231400P1033 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注５％シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 176

注射薬 3231400P3036 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 178

注射薬 3327401A4266 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 61

注射薬 3327401G1030 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１筒 トラネキサム酸注１ｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 166

注射薬 3999407D1220 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 252

注射薬 3999407D2226 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 691

注射薬 3999407D3117 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍ
ｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 865

注射薬 3999407D3125 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍ
ｇ「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 1,749
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注射薬 3999408G1395 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 589

注射薬 3999411G5074 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「テ
ルモ」

テルモ 後発品 1,384

注射薬 4235404A1083 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍ
Ｌ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 3,131

注射薬 4235404A2080 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５
ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 10,762

注射薬 4240404A1130 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 3,124

注射薬 4240404A1148 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 3,124

注射薬 4240404A1156 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 3,124

注射薬 4240404A2136 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 7,334

注射薬 4240404A2144 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7,334

注射薬 4240404A2152 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 7,334

注射薬 4240405A1045 ドセタキセル ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解
液付）

ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「あすか」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A2041 ドセタキセル ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液
付）

ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「あすか」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 43,164

注射薬 4240406A1082 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5,587

注射薬 4240406A2089 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 15,474

注射薬 6119401D1159 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 3,115

注射薬 6119401D2058 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 4,680

注射薬 6123402A1206 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 104

注射薬 6132400F1130 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 231

注射薬 6132400F2170 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 280

注射薬 6132400F3192 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 356

注射薬 6132400G3058 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッ
グ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 699

注射薬 6132401D2122 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用０．５ｇ「日
医工」

日医工 後発品 122

注射薬 6132401D3196 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 122

注射薬 6132401D4192 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 259

注射薬 6135400F1124 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 199

注射薬 6135400F2228 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 361

注射薬 6135400F3232 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 567

注射薬 6250400D1060 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 ビダラビン点滴静注用３００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,239

注射薬 6250401F1236 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「アイロ
ム」

アイロム製薬 後発品 872

注射薬 6250401G4036 アシクロビル ２５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇバッグ
１００ｍＬ「アイロム」

アイロム製薬 後発品 1,123

注射薬 6290401A1145 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,011

注射薬 6290401A2230 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,400

注射薬 6290401A3229 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,893

注射薬 6290401A4071 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 1,390

注射薬 6290401A5078 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412A2092 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 3,143

注射薬 7219412A3102 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 4,548

注射薬 7219412A5091 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 3,477

注射薬 7219412A6101 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,817

注射薬 7219412G7062 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 5,973

注射薬 7219412G9081 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 4,562
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注射薬 7219412H1094 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412P1072 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 3,938

注射薬 7219415G3125 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール３００注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,564

注射薬 7223401A2089 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 1,020

注射薬 7223401A3107 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 2,559

外用薬 1313700Q2097 オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．４％
「ニットー」

日東メディック 後発品 8.90

外用薬 1319720Q7200 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 プロビスク０．６眼粘弾剤１％ 日本アルコン 後発品 3,696.50

外用薬 1319720Y2080 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ティアバランス点眼液０．３％ 千寿製薬 後発品 467.60

外用薬 1319720Y2098 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアロンサン点眼液０．３％ 東亜薬品 後発品 430.00

外用薬 1319722Q1198 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「テバ」 大正薬品工業 後発品 43.00

外用薬 1319742Q1268 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 76.10

外用薬 1319742Q2035 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2043 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 76.90

外用薬 1319742Q2051 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2060 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2078 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「アメル」 共和薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2086 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2094 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「科研」 ダイト 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2108 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2116 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「タカタ」 高田製薬 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2124 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「テバ」 大正薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2132 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2140 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 76.90

外用薬 1319746Q1118 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 96.30

外用薬 1329707Q1254 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」２８噴
霧用

キョーリンリメディオ 後発品 512.10

外用薬 1329707Q2099 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「杏
林」５６噴霧用

キョーリンリメディオ 後発品 549.30

外用薬 1329707Q3206 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴
霧用

キョーリンリメディオ 後発品 968.10

外用薬 2171700S1168 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 45.10

外用薬 2259707S1187 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 33.60

外用薬 2259707S2183 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 45.50

外用薬 2259707S3180 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 59.20

外用薬 2260701F1360 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨード含嗽用液７％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 2.40

外用薬 2615705Q1234 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールＩＰＡ液「東豊」 東豊薬品 後発品 6.30

外用薬 2619702Q3232 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液
５％「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 10.30

外用薬 2646703M1183 ベタメタゾンジプロピオン酸エス
テル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏
０．０６４％「テイコク」

帝國製薬 後発品 9.40

外用薬 2646703N1154 ベタメタゾンジプロピオン酸エス
テル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステルク
リーム０．０６４％「テイコク」

帝國製薬 後発品 9.40

外用薬 2646708M1283 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「テイコク」 帝國製薬 後発品 9.10

外用薬 2646708N1319 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニドクリーム０．０５％「テイコ
ク」

帝國製薬 後発品 9.10

外用薬 2646722M1178 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％
「テイコク」

帝國製薬 後発品 12.40

外用薬 2646725M1210 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＫＮ」 小林化工 後発品 12.30

外用薬 2649729S2223 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 14.30
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外用薬 2649729S3157 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 19.80

外用薬 2649731Q1081 フェルビナク ３％１ｍＬ フェルビナクローション３％「ラクール」 東光薬品工業 後発品 4.00

外用薬 2649731S1267 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 後発品 15.10

外用薬 2649731S3057 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 後発品 24.70

外用薬 2649735Q1039 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 4.50

外用薬 2649735Q1047 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 4.50

外用薬 2649735Q1055 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ラクール」 三友薬品 後発品 4.50

外用薬 2649735S1036 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 30.60

外用薬 2649735S1044 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

救急薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S1052 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1060 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S1079 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1087 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 30.60

外用薬 2649735S1095 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S1109 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S1117 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S1125 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1133 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 30.60

外用薬 2649735S1141 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S2032 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2040 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2059 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2067 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 19.80

外用薬 2649735S2075 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＫＯＧ」 救急薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2083 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2091 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 19.80

外用薬 2649735S2105 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2113 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 19.80

外用薬 2649735S2121 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2130 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 帝國製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2148 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2156 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 19.80

外用薬 2649735S2164 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2172 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 19.80

外用薬 2649735S2180 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「日本
臓器」

日本臓器製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2199 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三笠」 三笠製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2202 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユート
ク」

祐徳薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2210 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ラクー
ル」

東光薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2229 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2237 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「タイホウ」

岡山大鵬薬品 後発品 19.80

外用薬 2649735S2245 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 19.80
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外用薬 2649735S2253 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 19.80

外用薬 2649735S3039 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3047 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3055 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3063 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 30.60

外用薬 2649735S3071 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

救急薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3080 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3098 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 30.60

外用薬 2649735S3101 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3110 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S3128 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3136 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科
研」

帝國製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3144 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3152 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 30.60

外用薬 2649735S3160 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3179 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S3187 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「日本
臓器」

日本臓器製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3195 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3209 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユー
トク」

祐徳薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3217 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ラ
クール」

東光薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3225 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3233 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「タイホウ」

岡山大鵬薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S3241 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 30.60

外用薬 2649735S3250 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S4027 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ２００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 47.30

外用薬 2659710N1195 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医
工」

日医工 後発品 20.10

外用薬 6250700M1219 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 132.20

外用薬 6250700M1227 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「イワキ」 岩城製薬 後発品 132.20

外用薬 6250701M1060 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル軟膏５％「テバ」 大正薬品工業 後発品 145.90

外用薬 8219700S5042 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6049 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7045 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8041 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「明
治」

祐徳薬品工業 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9048 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「明
治」

祐徳薬品工業 後発品 8,044.90

平成２５年５月３１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名
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対象となる後発

医薬品

薬価

注射薬 3399408G1023 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 6,882.00

注射薬 3399408G1031 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399408G2020 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 10,871.00
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注射薬 3399408G2038 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399408G3026 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 17,179.00

注射薬 3399408G3034 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 17,179.00

注射薬 3399409G1028 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399409G1036 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399409G2024 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399409G2032 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399409G3020 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 17,179.00

注射薬 3399409G3039 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 17,179.00
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内用薬 3969003F1115 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 15.80

内用薬 3969003F2111 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.70

内用薬 3969003F3053 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 15.80

内用薬 3969003F4050 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.70
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内用薬 1179038C1175 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ファイザー」 ファイザー 後発品 132.80

内用薬 1179038F1198 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 11.60

内用薬 1179038F2194 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 23.30

内用薬 1179038F3182 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 35.00

内用薬 1179038F4090 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 6.70

内用薬 1179039F1206 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 20.60

内用薬 1179039F2202 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 38.00

内用薬 1179039F3209 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 52.60

内用薬 2144002F1288 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 17.70

内用薬 2144002F2330 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 18.40

内用薬 2144002F3256 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 19.10
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外用薬 1319720Q3183 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％
「トーワ」

東和薬品 後発品 200.20

外用薬 1319720Y2071 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％
「トーワ」

東和薬品 後発品 286.20

平成２４年１２月１４日
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内用薬 1124009F1304 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 8.50

内用薬 1124009F1312 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 11.10

内用薬 1124009F2076 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 11.10

内用薬 1124026F1294 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 1124026F1308 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 1149019C1157 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「サワイ」 メディサ新薬 後発品 14.20

内用薬 1149019C1165 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム細粒１０％「日
医工」

日医工 後発品 16.00

内用薬 1149019F1587 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.10

内用薬 1149019F1595 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 1149019S1038 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

０．６％１ｍＬ ロキソプロフェンナトリウム内服液６０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 2.60

内用薬 1161001F1131 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 1161001F2154 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.60

内用薬 1172014C1071 レボメプロマジンマレイン酸塩 １０％１ｇ レボメプロマジン細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 8.70

内用薬 1172014F2155 レボメプロマジンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1172014F3089 レボメプロマジンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1179012F1150 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1179012F2084 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.30

内用薬 1179016F1191 スルピリド １００ｍｇ１錠 スルピリド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 1179016F2163 スルピリド ２００ｍｇ１錠 スルピリド錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.90

内用薬 1179025F1247 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179025F1255 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 5.80

内用薬 1179025F1263 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80

内用薬 1179025F2200 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1179025F2219 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179025F2227 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 1179028C1090 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール細粒１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.00

内用薬 1179028F1089 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1179028F2131 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.60

内用薬 1179028F3065 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠６ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 21.80

内用薬 1179038F4081 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 6.70

内用薬 1179038F7048 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.10

内用薬 1179038F7056 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.20

内用薬 1179039F1192 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 24.20

内用薬 1179039F2199 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 41.70

内用薬 1179039F3195 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 55.70

内用薬 1179041F3249 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.20

内用薬 1179041F3257 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 36.20

内用薬 1179042C1031 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「ＥＥ」 高田製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1040 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 510.90

内用薬 1179042C1058 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1066 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「三和」 シオノケミカル 後発品 510.90

内用薬 1179042C1074 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「テバ」 テバ製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1082 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「トーワ」 東和薬品 後発品 510.90

内用薬 1179042F1038 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1046 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 25.70

内用薬 1179042F1054 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1062 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 25.70
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内用薬 1179042F1070 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 25.70

内用薬 1179042F1089 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 25.70

内用薬 1179042F1097 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 25.70

内用薬 1179042F1100 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 25.70

内用薬 1179042F1119 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1127 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 25.70

内用薬 1179042F1135 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 25.70

内用薬 1179042F1143 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 25.70

内用薬 1179042F1151 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.70

内用薬 1179042F1160 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.70

内用薬 1179042F1178 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1186 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 25.70

内用薬 1179042F1194 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 25.70

内用薬 1179042F2034 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2042 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2050 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2069 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2077 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 89.80

内用薬 1179042F2085 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 89.80

内用薬 1179042F2093 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2107 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 89.80

内用薬 1179042F2115 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2123 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 89.80

内用薬 1179042F2131 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 89.80

内用薬 1179042F2140 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 89.80

内用薬 1179042F2158 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 89.80

内用薬 1179042F2166 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 89.80

内用薬 1179042F2174 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2182 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 89.80

内用薬 1179042F2190 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 89.80

内用薬 1179042F3030 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3049 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3057 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3065 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3073 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 167.90

内用薬 1179042F3081 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 167.90

内用薬 1179042F3090 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3103 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 167.90

内用薬 1179042F3111 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3120 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 167.90

内用薬 1179042F3138 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 167.90

内用薬 1179042F3146 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 167.90

内用薬 1179042F3154 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 167.90

内用薬 1179042F3162 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 167.90

内用薬 1179042F3170 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3189 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 167.90

内用薬 1179042F3197 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 167.90
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内用薬 1179042F4029 クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 13.70

内用薬 1179042F5025 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 48.00

内用薬 1179042F5033 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.00

内用薬 1190012F1301 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F2308 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012F3304 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F3312 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 167.00

内用薬 1190012F4300 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012F4319 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 249.20

内用薬 1339005F1423 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2119003M2234 ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 8.70

内用薬 2123008F1269 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 6.30

内用薬 2123011F2534 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 26.80

内用薬 2123014F1108 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 7.80

内用薬 2123014F2210 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11.10

内用薬 2129002M2228 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 10.40

内用薬 2129003F1049 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 2129003F2045 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 7.90

内用薬 2129004M1050 アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 21.70

内用薬 2129004M2065 アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 34.20

内用薬 2129006F1050 プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 23.50

内用薬 2129006F2057 プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 19.20

内用薬 2129008M1121 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 28.80

内用薬 2129008M2136 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 47.80

内用薬 2133001F1590 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2139001S5023 イソソルビド ７０％４０ｍＬ１包 イソソルビド内用液７０％分包４０ｍＬ「Ｃ
ＥＯ」

あすか製薬 後発品 230.10

内用薬 2144002F1261 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2144002F1270 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 10.50

内用薬 2144002F3230 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 35.00

内用薬 2144003F1096 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7.10

内用薬 2144003F2220 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 アラセプリル錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.00

内用薬 2144003F3080 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 アラセプリル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.00

内用薬 2149019B1083 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ニカルジピン塩酸塩散１０％「日医工」 日医工 後発品 25.50

内用薬 2149019F1123 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019F2251 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019N1195 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル２０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019N2205 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル４０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 7.00

内用薬 2149032F1110 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.00

内用薬 2149032F2117 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 43.90

内用薬 2149039F1350 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F2356 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F3344 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ザイダ
ス」

ザイダスファーマ 後発品 129.00

内用薬 2160002F1095 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.40

内用薬 2160003F1030 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003F1049 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 502.00

内用薬 2160003F1057 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 502.00

内用薬 2160003F1065 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 502.00
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内用薬 2160003F1073 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 502.00

内用薬 2160003F1081 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 502.00

内用薬 2160003F1090 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 502.00

内用薬 2160003F1103 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 502.00

内用薬 2160003F1111 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003F1120 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 502.00

内用薬 2160003F1138 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 502.00

内用薬 2160003F1146 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003S1020 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１包 スマトリプタン内用液５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 1,602.60

内用薬 2171006F1348 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171006F2140 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.30

内用薬 2171006N1156 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１００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 14.60

内用薬 2171006N2071 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル２００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 29.70

内用薬 2171010F2618 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.40

内用薬 2171011G1182 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171012F1211 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 2171012F2382 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 12.90

内用薬 2171014G1259 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171014G1267 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171014G3090 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 10.90

内用薬 2171014G3103 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.80

内用薬 2171014G4096 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 19.60

内用薬 2171014G4100 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.10

内用薬 2171014G5092 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 37.10

内用薬 2171014G5106 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 31.90

内用薬 2171017F2164 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171022F1436 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 20.00

内用薬 2171022F2432 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 37.60

内用薬 2171022F5083 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5091 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 34.70

内用薬 2171022F5105 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.00

内用薬 2171022F5113 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬 後発品 63.00

内用薬 2171022F5121 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 23.30

内用薬 2171022F5130 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 42.00

内用薬 2171022F5148 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F5156 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 46.40

内用薬 2171022F5164 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 46.40

内用薬 2171022F5172 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5180 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5199 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 46.40

内用薬 2171022F5202 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5210 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.20

内用薬 2171022F5229 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 52.20

内用薬 2171022F6055 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザイ 後発品 52.20

内用薬 2171022F6063 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.00

内用薬 2171022F6071 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.00

内用薬 2171022F6080 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.70
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内用薬 2171022F6098 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 46.40

内用薬 2171022F6101 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F6110 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 46.40

内用薬 2171022F6128 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F6136 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 46.40

内用薬 2171022F6144 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 46.40

内用薬 2171022F6152 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.20

内用薬 2183005G1285 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2183005G2133 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 2183005G2141 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ミデナールＬ錠１００ シオノケミカル 後発品 7.70

内用薬 2189008F1430 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.40

内用薬 2189010F1349 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 29.20

内用薬 2189010F1357 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 29.20

内用薬 2189010F1365 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「日医
工」

日医工 後発品 22.60

内用薬 2189010F2361 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 55.10

内用薬 2189010F2370 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 60.20

内用薬 2189010F2388 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「日医
工」

日医工 後発品 43.00

内用薬 2189011F1211 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 30.90

内用薬 2189011F1220 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 69.20

内用薬 2189011F1238 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 51.70

内用薬 2189011F2196 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 143.30

内用薬 2189011F2200 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 103.90

内用薬 2189011F3184 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 256.40

内用薬 2189015F1147 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.10

内用薬 2189015F1155 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 36.10

内用薬 2189015F1163 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.10

内用薬 2189015F1171 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1180 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 2189015F2143 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 68.90

内用薬 2189015F2151 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 68.90

内用薬 2189015F2160 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 68.90

内用薬 2189015F2178 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2186 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 68.90

内用薬 2190005F1284 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.40

内用薬 2190005F2183 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190016D1028 ポリスチレンスルホン酸カルシ
ウム

８９．２９％１ｇ アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ 三和化学研究所 後発品 15.30

内用薬 2190021C1058 ニセルゴリン １％１ｇ ニセルゴリン細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 20.20

内用薬 2190021F1437 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2239001Q1174 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％「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.10

内用薬 2251001F1070 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001F2166 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001F3154 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001R1123 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２
０％「サワイ」

沢井製薬 後発品 57.10

内用薬 2325001F1530 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2325002F1232 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 2325002F2158 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.40

内用薬 2325003F1270 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 13.80
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内用薬 2325003F2292 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 27.10

内用薬 2325003F3205 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 13.80

内用薬 2325003F4228 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 27.10

内用薬 2325006F1044 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 17.10

内用薬 2325006F1052 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 17.10

内用薬 2325006F1060 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 17.10

内用薬 2325006F1079 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 17.10

内用薬 2325006F1087 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.10

内用薬 2325006F1095 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 17.10

内用薬 2325006F1109 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.10

内用薬 2325006F1117 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.10

内用薬 2325006F1125 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 17.10

内用薬 2325006F2040 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 28.90

内用薬 2325006F2059 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 28.90

内用薬 2325006F2067 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 28.90

内用薬 2325006F2075 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.90

内用薬 2325006F2083 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.90

内用薬 2325006F2091 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.90

内用薬 2325006F2105 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 28.90

内用薬 2325006F2113 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.90

内用薬 2325006F2121 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 28.90

内用薬 2329002D4302 アルジオキサ ５０％１ｇ アルジオキサ顆粒５０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.20

内用薬 2329006C1101 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファルナート細粒１０％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 2329009F1217 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 2329012C1310 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 11.80

内用薬 2329012M1331 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.60

内用薬 2329022H1183 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 79.80

内用薬 2329022H2155 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 40.00

内用薬 2329023F1110 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 40.00

内用薬 2329023F2116 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 70.80

内用薬 2329023M1151 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「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 40.00

内用薬 2329023M1160 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「日医
工」

日医工 後発品 40.00

内用薬 2329023M2158 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「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 70.80

内用薬 2329023M2166 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「日医
工」

日医工 後発品 70.80

内用薬 2329028F1279 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 86.40

内用薬 2329028F2275 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 159.80

内用薬 2344009F3038 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 マグミット錠２００ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60

内用薬 2362001F1100 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 2362001F2190 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 5.80

内用薬 2399010B1042 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ モサプリドクエン酸塩散１％「テバ」 大正薬品工業 後発品 27.10

内用薬 2399010B1050 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 日医工 後発品 27.10

内用薬 2399010F1036 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1044 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1052 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1060 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1079 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 9.60

内用薬 2399010F1087 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 9.60
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内用薬 2399010F1095 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1109 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1117 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 9.60

内用薬 2399010F1125 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.60

内用薬 2399010F1133 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1141 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.60

内用薬 2399010F1150 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1168 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1176 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1184 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1192 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1206 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1214 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 9.60

内用薬 2399010F1222 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1230 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2399010F1249 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 9.60

内用薬 2399010F1257 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1265 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 9.60

内用薬 2399010F1273 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 9.60

内用薬 2399010F2032 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2040 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2059 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2067 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2075 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11.50

内用薬 2399010F2083 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2091 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2105 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2113 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 11.50

内用薬 2399010F2121 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 11.50

内用薬 2399010F2130 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2148 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 2399010F2156 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2164 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2172 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2180 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2199 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2202 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2210 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 11.50

内用薬 2399010F2229 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2237 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.50

内用薬 2399010F2245 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 11.50

内用薬 2399010F2253 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2261 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 11.50

内用薬 2399010F2270 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 11.50

内用薬 2491001F5170 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2491001F6192 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」 日医工 後発品 6.70

内用薬 2491001M3079 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カリジノゲナーゼカプセル２５単位「日医
工」

日医工 後発品 5.60
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内用薬 2590004F1311 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.70

内用薬 2590005F3122 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2590005F3130 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ファンデヒーデ錠１ｍｇ 陽進堂 後発品 4.50

内用薬 2590007F1250 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 42.10

内用薬 2590007F2249 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 67.80

内用薬 2590008F1140 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 33.90

内用薬 2590008F1158 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 22.10

内用薬 2590008F2146 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 55.90

内用薬 2590008F2154 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 34.70

内用薬 2590008N1209 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 37.10

内用薬 2590008N2205 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 76.40

内用薬 3321002B1155 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

１０％１ｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１
０％「日医工」

日医工 後発品 11.50

内用薬 3321002F1114 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

１０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.00

内用薬 3321002F2404 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3399001C1078 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ チクロピジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 23.10

内用薬 3399001F1414 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 11.80

内用薬 3399002F1281 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 24.00

内用薬 3399002F1290 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 60.70

内用薬 3399002F1303 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 68.10

内用薬 3399002F2300 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 114.50

内用薬 3399002F2318 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 118.10

内用薬 3399003F1111 リマプロストアルファデクス ５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医
工」

日医工 後発品 34.50

内用薬 3399004M1344 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 17.80

内用薬 3399004M1352 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 16.70

内用薬 3399005F1200 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 27.60

内用薬 3399007H1102 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3943001F1551 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 3943001F1560 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 3943001F2221 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 3949002F2173 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.20

内用薬 3961003F1150 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3961003F2210 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3961008F3163 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 8.70

内用薬 3961008F3171 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3180 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 8.70

内用薬 3961008F3198 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 8.70

内用薬 3961008F3201 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.70

内用薬 3961008F3210 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3228 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 8.70

内用薬 3961008F3236 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3244 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3252 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3260 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3279 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.70

内用薬 3961008F3287 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3295 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 8.70

内用薬 3961008F6030 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザイ 後発品 8.70
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内用薬 3961008F6049 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.70

内用薬 3969006F1054 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠３０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 12.70

内用薬 3969006F2050 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠９０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 31.60

内用薬 3969007F1318 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 43.10

内用薬 3969007F2314 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3999013F1304 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 71.60

内用薬 3999013F1312 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.70

内用薬 3999018F1129 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 53.30

内用薬 3999018F1137 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 53.30

内用薬 3999018F2125 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 422.70

内用薬 3999018F2133 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 422.70

内用薬 3999019F1204 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 63.90

内用薬 3999019F1212 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.90

内用薬 3999019F1220 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 71.00

内用薬 3999019F2049 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 401.60

内用薬 4291010F1040 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1058 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 309.80

内用薬 4291010F1066 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1074 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 309.80

内用薬 4291010F1082 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 309.80

内用薬 4291010F1090 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1104 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1112 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 309.80

内用薬 4291010F1120 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ケミファ」 ダイト 後発品 309.80

内用薬 4291010F1139 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1147 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1155 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 309.80

内用薬 4291010F1163 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 309.80

内用薬 4291010F1171 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 309.80

内用薬 4291010F1180 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 309.80

内用薬 4291010F1198 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1201 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 309.80

内用薬 4419008F1474 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 クレマスチン錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00

内用薬 4490004F1099 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.30

内用薬 4490014F1220 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 45.10

内用薬 4490014F2269 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 56.20

内用薬 4490017F1053 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 34.20

内用薬 4490017F2050 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 59.30

内用薬 4490023F1032 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 52.90

内用薬 4490023F1040 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 52.90

内用薬 4490023F2039 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 41.30

内用薬 4490023F2047 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 41.30

内用薬 4490025F1031 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 28.40

内用薬 4490025F1040 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 28.40

内用薬 4490025F1058 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1066 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 28.40

内用薬 4490025F1074 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 28.40

44



内用薬 4490025F1082 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 28.40

内用薬 4490025F1090 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 シオノケミカル 後発品 28.40

内用薬 4490025F1104 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 28.40

内用薬 4490025F1112 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.40

内用薬 4490025F1120 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1139 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1147 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1155 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1163 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1171 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ザイダ
ス」

ザイダスファーマ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1180 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1198 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1201 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 28.40

内用薬 4490025F1210 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1228 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1236 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 28.40

内用薬 4490025F1244 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.40

内用薬 4490025F1252 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 28.40

内用薬 4490025F1260 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1279 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 28.40

内用薬 4490025F2038 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 36.10

内用薬 4490025F2046 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 36.10

内用薬 4490025F2054 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2062 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.10

内用薬 4490025F2070 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2089 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 36.10

内用薬 4490025F2097 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 シオノケミカル 後発品 36.10

内用薬 4490025F2100 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 36.10

内用薬 4490025F2119 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.10

内用薬 4490025F2127 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2135 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2143 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2151 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2160 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2178 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2186 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2194 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2208 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 36.10

内用薬 4490025F2216 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2224 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2232 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.10

内用薬 4490025F2240 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 4490025F2259 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 36.10

内用薬 4490025F2267 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2275 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 4490025F3034 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 28.40

内用薬 4490025F3042 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 28.40
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内用薬 4490025F3050 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F3069 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F3077 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 28.40

内用薬 4490025F3085 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム２．５ｍｇ
「マルホ」

救急薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F4030 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 36.10

内用薬 4490025F4049 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F4057 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F4065 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F4073 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 4490025F4081 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「マ
ルホ」

救急薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490027F2240 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 66.10

内用薬 6149003F1201 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 25.30

内用薬 6149003F2224 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 42.50

内用薬 6290004F1070 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 152.00

内用薬 6290004F2069 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 281.80

注射薬 1119402A1090 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール１％静注２０ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 837

注射薬 1119402A2126 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注５０ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 1,101

注射薬 1119402A3050 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注１００ｍＬ「日医
工」

日医工 後発品 1,355

注射薬 1119402A3068 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注１００ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 1,355

注射薬 1119402A3076 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 フレゼニウス　カビ
アーゲー

後発品 1,290

注射薬 1190401A1236 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 3,769

注射薬 1190401G1220 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,201

注射薬 2139401A2196 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 57

注射薬 2149400A1132 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 92

注射薬 2149400A2155 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 229

注射薬 2149400A3070 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 434

注射薬 2190406G1058 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,543

注射薬 2190406G1066 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「日医
工」

日医工 後発品 1,543

注射薬 2190406G2070 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,942

注射薬 2190406G2089 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「日医
工」

日医工 後発品 1,942

注射薬 2190408A1097 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,597

注射薬 2391400G1172 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＡＦＰ」

大興製薬 後発品 1,961

注射薬 2391400G1180 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 3,193

注射薬 2391400G1199 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 2,661

注射薬 2391400G1202 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,961

注射薬 2391400G4066 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＡＦＰ」

大興製薬 後発品 1,961

注射薬 2391400G4074 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 3,193

注射薬 2391400G4082 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 2,661

注射薬 2391400G4090 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,961

注射薬 2391400G5020 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 1,673

注射薬 2391400G5038 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 1,262

注射薬 2391400G5046 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,262

注射薬 2413400D2082 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１瓶（溶解液付） ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 フェリング・ファーマ 後発品 1,394

注射薬 2590402A1253 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 376

注射薬 3229401A1142 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１管 Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注液
１０ｍＥｑ「日新」

日新製薬 後発品 56

注射薬 3321401A1107 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％２ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注
射液１０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 50

注射薬 3321401A2170 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液２５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56
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注射薬 3321401A3185 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液５０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3321401A4246 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3991400A4133 コンドロイチン硫酸エステルナト
リウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液２０
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 58

注射薬 3999411A1068 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 514

注射薬 3999411A2056 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液８０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,584

注射薬 3999411A9042 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液４０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 822

注射薬 3999411D1200 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オザグレルＮａ静注用２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 481

注射薬 4224403A1026 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍ
Ｌ「サンド」

サンド 後発品 2,596

注射薬 4224403A2022 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「サ
ンド」

サンド 後発品 12,618

注射薬 4240403A2093 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 3,863

注射薬 4240405A5024 ドセタキセル ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ
「サンド」

サンド 後発品 12,552

注射薬 4240405A6020 ドセタキセル ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ
「サンド」

サンド 後発品 43,164

注射薬 6112400A3109 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注射液６００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 78

注射薬 6113400A1162 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 1,576

注射薬 6119401D2031 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 4,680

注射薬 6119401D2040 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5,098

注射薬 6123402A1192 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 104

注射薬 6123402A3195 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 262

注射薬 6132400F1122 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「日
医工」

日医工 後発品 211

注射薬 6132400F2161 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ「日医
工」

日医工 後発品 280

注射薬 6132400F3184 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「日医工」 日医工 後発品 356

注射薬 6132419F1127 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 206

注射薬 6132419F2140 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日
医工」

日医工 後発品 336

注射薬 7219412P2028 イオパミドール ６１．２４％１５０ｍＬ１筒 オイパロミン３００注シリンジ１５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 7,318

外用薬 1319739Q1290 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 437.60

外用薬 1319742Q1241 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1250 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 76.10

外用薬 2171700S1150 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 52.30

外用薬 2260700B1151 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.90

外用薬 2615705Q1226 エタノール １０ｍＬ オー消エタ消毒液 日医工 後発品 6.30

外用薬 2619805X1066 エタノール １０ｍＬ 消毒用マルオアルコール 日医工 後発品 4.30

外用薬 2646708M1275 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.80

外用薬 2646709M1156 フルオシノロンアセトニド ０．０２５％１ｇ フルオシノロンアセトニド軟膏０．０２５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.80

外用薬 2646723M1180 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．０５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.60

外用薬 2646723N1160 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステルクリーム０．０
５％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.60

外用薬 2649719M1216 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンゲル１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649719N1149 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンクリーム１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649719Q2109 インドメタシン １％１ｍＬ インドメタシン外用液１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649731S1259 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 15.10

外用薬 2655702N1094 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.70

外用薬 2691702M1044 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏
２５μｇ／ｇ「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 87.70

外用薬 2691702M1052 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 87.70

外用薬 2691702M1060 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 87.70

外用薬 3339950R1037 ヘパリン類似物質 １ｇ クラドイド外用スプレー０．３％ 陽進堂 後発品 20.20

外用薬 3339950R1045 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＰＰ」

イセイ 後発品 20.20

外用薬 3339950R1053 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 20.20

外用薬 3339950R1061 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「サトウ」

佐藤製薬 後発品 20.20
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外用薬 3339950R1070 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「日新」

日新製薬 後発品 20.20

外用薬 3339950R1088 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ファイザー」

ファイザー 後発品 20.20

平成２４年１０月１日
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医薬品
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内用薬 2171014G3081 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 9.80

内用薬 2171014G4088 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 17.10

内用薬 2171014G5084 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 31.90

内用薬 2171021F1245 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠２「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 13.50

内用薬 2171021F2268 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠４「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 22.60

内用薬 2171021F3230 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠８「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.30

内用薬 3150002F1263 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.60

平成２４年９月１４日
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内用薬 6149003R1208 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 70.40

平成２４年７月３０日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
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注射薬 1190401A1228 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,091

平成２４年６月２２日
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内用薬 1129009F1033 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1041 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサ ファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1050 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1068 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1076 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1084 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1092 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1106 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1114 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 26.90

内用薬 1129009F1122 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 26.90

内用薬 1129009F1130 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 東洋カプセル 後発品 26.90

内用薬 1129009F1149 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1157 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 26.90

内用薬 1129009F1165 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 26.90

内用薬 1129009F1173 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 26.90

内用薬 1129009F1181 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1190 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1203 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1211 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1220 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 26.90
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内用薬 1129009F1238 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1246 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1254 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 26.90

内用薬 1129009F1262 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1270 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1289 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 26.90

内用薬 1129009F1297 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 26.90

内用薬 1129009F1300 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 26.90

内用薬 1129009F1319 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 26.90

内用薬 1129009F1327 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1335 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F2030 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2048 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサ ファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2056 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2064 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2072 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2080 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2099 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2102 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2110 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 42.80

内用薬 1129009F2129 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 42.80

内用薬 1129009F2137 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 東洋カプセル 後発品 42.80

内用薬 1129009F2145 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2153 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 42.80

内用薬 1129009F2161 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 42.80

内用薬 1129009F2170 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.80

内用薬 1129009F2188 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2196 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2200 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2218 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2226 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2234 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2242 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2250 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 42.80

内用薬 1129009F2269 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2277 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2285 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 42.80

内用薬 1129009F2293 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 42.80

内用薬 1129009F2307 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 42.80

内用薬 1129009F2315 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 42.80

内用薬 1129009F2323 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2331 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F3028 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 26.90

内用薬 1129009F3036 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 26.90

内用薬 1129009F3044 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F3052 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ
「モチダ」

救急薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F4024 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 42.80
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内用薬 1129009F4032 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 42.80

内用薬 1129009F4040 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F4059 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ
「モチダ」

救急薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009S1023 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 130.70

内用薬 1129009S2020 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 208.00

内用薬 1169101F1162 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 レプリントン配合錠Ｌ１００ 辰巳化学 後発品 10.80

内用薬 1179012F1142 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 イソクリン錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179025F1239 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 6.30

内用薬 1179025F2197 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 6.40

内用薬 1179038F4073 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 9.60

内用薬 1179041F1033 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1041 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1050 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1068 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1076 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1084 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1092 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 63.40

内用薬 1179041F1106 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.40

内用薬 1179041F1114 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1122 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1130 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1149 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 63.40

内用薬 1179041F1157 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1165 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.40

内用薬 1179041F1173 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1181 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1190 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 63.40

内用薬 1179041F1203 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1211 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1220 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 63.40

内用薬 1179041F1238 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1246 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1254 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.40

内用薬 1179041F1262 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 63.40

内用薬 1179041F1270 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 63.40

内用薬 1179041F1289 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 63.40

内用薬 1179041F1297 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1300 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F2030 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2048 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2056 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2064 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2072 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2080 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2099 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 110.90

内用薬 1179041F2102 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 110.90

内用薬 1179041F2110 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 110.90
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内用薬 1179041F2129 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2137 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2145 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 110.90

内用薬 1179041F2153 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2161 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 110.90

内用薬 1179041F2170 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2188 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2196 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 110.90

内用薬 1179041F2200 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2218 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2226 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 110.90

内用薬 1179041F2234 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2242 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2250 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.90

内用薬 1179041F2269 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 110.90

内用薬 1179041F2277 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 110.90

内用薬 1179041F2285 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 110.90

内用薬 1179041F2293 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2307 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F3036 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3044 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3052 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3060 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3079 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3087 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3095 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3109 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 36.20

内用薬 1179041F3117 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3125 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.20

内用薬 1179041F3133 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3141 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3150 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3168 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 36.20

内用薬 1179041F3176 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3184 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3192 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.20

内用薬 1179041F3206 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.20

内用薬 1179041F3214 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 36.20

内用薬 1179041F3222 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 36.20

内用薬 1179041F3230 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F4024 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.40

内用薬 1179041F5020 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.90

内用薬 1190012F1280 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 150.30

内用薬 1190012F1298 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 150.30

内用薬 1190012F2286 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 224.30

内用薬 1190012F2294 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 224.30

内用薬 1190012F3274 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 167.00
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内用薬 1190012F3282 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 150.30

内用薬 1190012F3290 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F4270 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 249.20

内用薬 1190012F4289 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 224.30

内用薬 1190012F4297 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩OD錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012Q1035 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 163.40

内用薬 1190012Q1043 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 163.40

内用薬 1190012Q2031 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 249.20

内用薬 1190012Q2040 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 249.20

内用薬 1190012S1024 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 149.80

内用薬 1190012S2020 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 223.50

内用薬 1190014F1041 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 781.10

内用薬 1190014F1050 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 781.10

内用薬 1190014F1068 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 781.10

内用薬 1190014F2030 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 781.10

内用薬 1339005F1407 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.00

内用薬 1339005F1415 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1339005F2160 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 1339005F2179 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 1339005F2187 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1339005F2195 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 6.30

内用薬 1339005F2209 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 メニタジン錠１２ｍｇ 東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2129008M1113 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 28.80

内用薬 2129008M2128 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 53.20

内用薬 2132003F3047 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 フルトリア錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 2132004F2029 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ニュートライド錠１２．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2139008F2036 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 ダイタリック錠３０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 12.60

内用薬 2144008F1196 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 15.30

内用薬 2144008F2192 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 27.50

内用薬 2144008F3199 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 53.30

内用薬 2149010F1149 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 2149022F2091 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 ニルバジピン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 16.30

内用薬 2149026F2200 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 15.10

内用薬 2149026F3207 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.50

内用薬 2149039F1040 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1058 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1066 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 45.30

内用薬 2149039F1074 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1082 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 45.30

内用薬 2149039F1090 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1104 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 45.30

内用薬 2149039F1112 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 45.30

内用薬 2149039F1120 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 45.30

内用薬 2149039F1139 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1147 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1155 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 45.30

内用薬 2149039F1163 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 45.30
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内用薬 2149039F1171 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1180 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 45.30

内用薬 2149039F1198 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1201 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1210 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 45.30

内用薬 2149039F1228 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.30

内用薬 2149039F1236 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1244 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1252 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1260 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1279 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1287 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 45.30

内用薬 2149039F1295 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1309 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 45.30

内用薬 2149039F1317 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1325 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1333 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1341 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F2046 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2054 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2062 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 86.00

内用薬 2149039F2070 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2089 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 86.00

内用薬 2149039F2097 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2100 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 86.00

内用薬 2149039F2119 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 86.00

内用薬 2149039F2127 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 86.00

内用薬 2149039F2135 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2143 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2151 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 86.00

内用薬 2149039F2160 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2178 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2186 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 86.00

内用薬 2149039F2194 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2208 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2216 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 86.00

内用薬 2149039F2224 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 86.00

内用薬 2149039F2232 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2240 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2259 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2267 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2275 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2283 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 86.00

内用薬 2149039F2291 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2305 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 86.00

内用薬 2149039F2313 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2321 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 86.00
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内用薬 2149039F2330 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2348 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F3034 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3042 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3050 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 129.00

内用薬 2149039F3069 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3077 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 129.00

内用薬 2149039F3085 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3093 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 129.00

内用薬 2149039F3107 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 129.00

内用薬 2149039F3115 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 129.00

内用薬 2149039F3123 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3131 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3140 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 129.00

内用薬 2149039F3158 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3166 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3174 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 129.00

内用薬 2149039F3182 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3190 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3204 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 129.00

内用薬 2149039F3212 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 129.00

内用薬 2149039F3220 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3239 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3247 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3255 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3263 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3271 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 129.00

内用薬 2149039F3280 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3298 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 129.00

内用薬 2149039F3301 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3310 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3328 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3336 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 129.00

内用薬 2171005F1319 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2171005F2137 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.10

内用薬 2171010F3061 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 アンギナール錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.70

内用薬 2171017F1052 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2171017F1060 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171017F1079 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランマート錠２．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171017F2156 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.00

内用薬 2171021F1237 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 15.10

内用薬 2171021F2250 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 22.60

内用薬 2171021F3221 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ1錠 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.30

内用薬 2171022F5040 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 52.20

内用薬 2171022F5059 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.00

内用薬 2171022F5067 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5075 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.00
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内用薬 2171022F6047 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.00

内用薬 2171022Q1089 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「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 16.60

内用薬 2171022Q2085 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「タナベ」 長生堂製薬 後発品 31.20

内用薬 2189011F2188 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 ラミアン錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 148.80

内用薬 2189011F3176 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 ラミアン錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 297.60

内用薬 2189015F1082 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1090 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1104 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1112 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1120 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 2189015F1139 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F2089 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2097 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2100 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2119 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2127 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 68.90

内用薬 2189015F2135 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 68.90

内用薬 2190005C1067 イフェンプロジル酒石酸塩 ４％１ｇ イフェンプロジル酒石酸塩細粒４％「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 9.00

内用薬 2190005F1276 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.40

内用薬 2190005F2175 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2233002Q1116 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「ＪＧ」 大興製薬 後発品 2.60

内用薬 2329021F1307 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 11.10

内用薬 2329022H1175 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 58.40

内用薬 2329022H2147 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 35.70

内用薬 2329122D1473 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ グロリアミン配合顆粒 サンド 後発品 6.20

内用薬 2344009F1078 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F2074 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F4042 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2399009F1157 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.30

内用薬 2399009F2129 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 62.40

内用薬 2399009F2137 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 50.90

内用薬 2399009F2145 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 58.40

内用薬 2590008F1131 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 37.10

内用薬 2590008F2138 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 64.30

内用薬 2590008N1195 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 31.80

内用薬 2590008N2191 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 55.90

内用薬 3179109M1082 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配
合剤

１カプセル シグマビタン配合カプセルＢ２５ 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 3399002F1265 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F1273 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.00

内用薬 3399002F2288 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.60

内用薬 3399002F2296 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 47.60

内用薬 3399005F1196 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 21.00

内用薬 3961007F2065 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリミラン錠２０ｍｇ 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961007F2073 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グルタミール錠２０ｍｇ メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F2081 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 ダイアグリコ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961008F3082 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3090 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 8.70
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内用薬 3961008F3104 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.70

内用薬 3961008F3112 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3120 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3139 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3147 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3155 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 8.70

内用薬 3969007F1210 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1229 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 33.60

内用薬 3969007F1237 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F1245 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 33.60

内用薬 3969007F1253 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F1261 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1270 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1288 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1296 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 33.60

内用薬 3969007F1300 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F2217 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2225 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 67.10

内用薬 3969007F2233 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F2241 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 67.10

内用薬 3969007F2250 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F2268 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2276 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2284 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2292 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 67.10

内用薬 3969007F2306 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F3108 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 33.60

内用薬 3969007F3116 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 54.70

内用薬 3969007F3124 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 47.00

内用薬 3969007F3132 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 33.60

内用薬 3969007F3140 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 33.60

内用薬 3969007F3159 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 43.10

内用薬 3969007F3167 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 33.60

内用薬 3969007F4104 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 67.10

内用薬 3969007F4112 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 95.20

内用薬 3969007F4120 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3969007F4139 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 67.10

内用薬 3969007F4147 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 67.10

内用薬 3969007F4155 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3969007F4163 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 67.10

内用薬 3999004M3099 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 67.90

内用薬 3999004M4095 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 151.70

内用薬 3999004M5091 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 244.40

内用薬 3999018F1110 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 53.30

内用薬 3999018F2117 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 422.70

内用薬 3999019F1166 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 63.90

内用薬 3999019F1174 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ｢サワイ｣ 沢井製薬 後発品 63.90
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内用薬 3999019F1182 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 63.90

内用薬 3999019F1190 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 63.90

内用薬 4291007F2036 トレミフェンクエン酸塩 ６０ｍｇ１錠 トレミフェン錠６０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 385.40

内用薬 4291012F1057 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 330.30

内用薬 4490014F1211 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 61.30

内用薬 4490014F2250 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 89.40

内用薬 4490027F2223 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 59.50

内用薬 4490027F2231 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 66.10

内用薬 6131001M1126 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル アモペニキシンカプセル１２５ ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6135001M1060 ホスホマイシンカルシウム水和
物

２５０ｍｇ１カプセル ホスホマイシンカルシウムカプセル２５０
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 16.70

内用薬 6135001M2148 ホスホマイシンカルシウム水和
物

５００ｍｇ１カプセル ホスホマイシンカルシウムカプセル５００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 27.10

内用薬 6135001R2170 ホスホマイシンカルシウム水和
物

４００ｍｇ１ｇ ホスホマイシンカルシウムドライシロップ
４０％「日医工」

日医工 後発品 23.30

内用薬 6219001H1072 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 28.70

内用薬 6219001H2052 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 アザスルファン腸溶錠２５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 17.10

内用薬 6219001H2060 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 18.50

内用薬 6241008F2135 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプキサノン錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 50.00

内用薬 6241013F1288 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 77.30

内用薬 6241013F1296 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ケミファ」 大興製薬 後発品 83.30

注射薬 1190401G1190 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 4,762

注射薬 1190401G1204 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,201

注射薬 1190401G1212 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「サ
ンド」

サンド 後発品 3,368

注射薬 2149400A1124 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ1管 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 92

注射薬 2149400A2147 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 229

注射薬 2329403D1084 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 340

注射薬 2391400G1164 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 2,421

注射薬 2391400G4058 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 2,421

注射薬 3334403A2194 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリン国
際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 757

注射薬 3999407D3109 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット１００「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 1,419

注射薬 3999411H1031 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 1,267

注射薬 3999411H7030 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 437

注射薬 3999411H8036 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 696

注射薬 6131403D1225 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 217

注射薬 6131403D2221 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 382

注射薬 6132401D1088 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 トキオ注射用０．２５ｇ イセイ 後発品 92

注射薬 6132401D2114 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 トキオ注射用０．５ｇ イセイ 後発品 102

注射薬 6132401D4184 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 トキオ注射用２ｇ イセイ 後発品 391

注射薬 6132408F3172 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 294

注射薬 6132408F4152 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム静注用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 588

注射薬 6132419F1119 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 382

注射薬 6132419F2131 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 503

注射薬 6134407A2101 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 85

注射薬 6134407A3094 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 108

注射薬 6135400F1116 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 143

注射薬 6135400F2210 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用１ｇ「日
医工」

日医工 後発品 197

注射薬 6135400F3224 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用２ｇ「日
医工」

日医工 後発品 269

注射薬 6139501D1087 イミペネム水和物・シラスタチン
ナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 イミスタン点滴静注用０．２５ｇ 日医工 後発品 771

注射薬 6290401A2222 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,141
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注射薬 6290401A3210 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,845

注射薬 7219415A1049 イオヘキソール ３０．２０％５０ｍＬ１瓶 イオベリン１４０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,372

注射薬 7219415A2045 イオヘキソール ３０．２０％２２０ｍＬ１瓶 イオベリン１４０注２２０ｍＬ テバ製薬 後発品 6,038

注射薬 7219415A3041 イオヘキソール ３８．８２％１０ｍＬ１瓶 イオベリン１８０注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 353

注射薬 7219415A4048 イオヘキソール ５１．７７％１０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 471

注射薬 7219415A5044 イオヘキソール ５１．７７％２０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 941

注射薬 7219415A6040 イオヘキソール ５１．７７％５０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 2,353

注射薬 7219415A7047 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 4,705

注射薬 7219415G1068 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ１筒 イオベリン２４０注シリンジ１００ｍＬ テバ製薬 後発品 4,917

注射薬 7219415H2086 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 イオヘキソール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,913

注射薬 7219415H7045 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１袋 イオヘキソール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,913

注射薬 7223401A1112 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 603

注射薬 7223401A2070 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 1,237

注射薬 7223401A3093 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 2,559

外用薬 1319720Q3175 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「わかも
と」

わかもと製薬 後発品 186.50

外用薬 1319720Q5119 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．３％「わか
もと」

わかもと製薬 後発品 10.90

外用薬 1319720Y2063 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 アイケア点眼液０．３％ 科研製薬 後発品 430.00

外用薬 1319746Q1100 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 96.30

外用薬 2259707S1179 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 18.00

外用薬 2259707S2175 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 29.80

外用薬 2259707S3171 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 41.80

外用薬 2399715X1031 メサラジン １ｇ１個 メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 554.40

外用薬 2646701N2178 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム０．
１２％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.00

外用薬 2646720M1098 プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス
テル軟膏０．３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.30

外用薬 2646720N1107 プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス
テルクリーム０．３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.30

外用薬 2646721M1092 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチ
ゾン

０．１％１ｇ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏
０．１％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 11.10

外用薬 2646722M1160 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 10.30

外用薬 2699709M1036 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 89.70

外用薬 2699709M1044 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 89.70

外用薬 2699709M1052 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 89.70

外用薬 2699709M1060 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 高田製薬 後発品 89.70

外用薬 8219700S5034 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6030 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7037 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8033 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9030 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 8,044.90
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内用薬 2171022F1428 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 13.50

内用薬 2171022F2424 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 23.10

内用薬 2325003B2126 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「日医工」 日医工 後発品 23.30

内用薬 2325003F3191 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.50

内用薬 2325003F4210 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 13.50

内用薬 6132002F1099 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 セファレキシン錠２５０「日医工」 日医工 後発品 10.70

内用薬 6132005C1231 セファクロル １００ｍｇ１ｇ セファクロル細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 10.50
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内用薬 6132005C2106 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ セファクロル細粒２０％「日医工」 日医工 後発品 19.80

内用薬 6152005F1087 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 塩酸ミノサイクリン錠５０「日医工」 日医工 後発品 14.90

内用薬 6152005M2082 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 塩酸ミノサイクリンカプセル１００「日医
工」

日医工 後発品 28.00

注射薬 4291403A1126 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 3,311

注射薬 4291403A2122 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7,834

注射薬 4291403A3129 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 19,646

注射薬 6131403D1217 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 149

注射薬 6131403D2213 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 244

注射薬 6132418F1130 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 セフタジジム静注用０．５ｇ「日医工」 日医工 後発品 482

注射薬 6132418F2153 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 セフタジジム静注用１ｇ「日医工」 日医工 後発品 652

外用薬 1329707Q1246 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」２８噴
霧用

日医工ファーマ 後発品 429.00

外用薬 1329707Q3192 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」５６噴
霧用

日医工ファーマ 後発品 968.10

外用薬 2260701F1352 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 日医工 後発品 2.00

外用薬 2612701Q3423 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード液１０％「日医工」 日医工 後発品 12.20

外用薬 2619700Q1265 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール液０．１％「日医工」 日医工 後発品 7.20

外用薬 2619702Q3224 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「日医
工」

日医工 後発品 9.30

外用薬 2619716Q1223 アルキルジアミノエチルグリシ
ン塩酸塩

１０％１０ｍＬ 両性石ケン液１０％「日医工」 日医工 後発品 7.90

外用薬 2619819X1157 チオ硫酸ナトリウム水和物・エ
タノール

１０ｍＬ ハイポエタノール消毒液２％「日医工」 日医工 後発品 7.90
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内用薬 2171022F3293 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2171022F4290 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 28.00

内用薬 2171022Q1070 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」 大正薬品工業 後発品 17.90

内用薬 2171022Q2077 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「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 33.70

内用薬 3961008F1349 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 10.30

内用薬 3961008F2345 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 24.40

内用薬 4291009F1250 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 456.00

内用薬 4490027F1197 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 66.10

注射薬 2413400D3127 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ７５単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」７５注用 大正薬品工業 後発品 1,585

注射薬 2413400D5049 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １００単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」１００注用 大正薬品工業 後発品 1,971

注射薬 2413400D4107 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」１５０注用 大正薬品工業 後発品 2,268

注射薬 1190401G1182 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 3,368

注射薬 4291403A1118 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 3,311

注射薬 4291403A2114 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 7,834

注射薬 4291403A3110 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 16,978

注射薬 4224403D1111 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 3,169

注射薬 4224403D2118 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 12,618

外用薬 1319739Q1282 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 512.00
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内用薬 1124003F2281 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.40

内用薬 1124003F2290 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.40

内用薬 1124007F1143 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F2247 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.10

内用薬 1124009F2084 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1124022F1083 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00

内用薬 1124022F2110 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1124026F1324 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1129009F3060 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 26.90

内用薬 1129009F4067 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 42.80

内用薬 1139004G1067 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠１００ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 8.10

内用薬 1139005B1056 ゾニサミド ２０％１ｇ ゾニサミド散２０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.90

内用薬 1139005F1040 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 20.90

内用薬 1149019F1633 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1149029F1157 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 11.50

内用薬 1169002B1116 トリヘキシフェニジル塩酸塩 １％１ｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩散１％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 19.80

内用薬 1169012F1200 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F2207 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 101.30

内用薬 1179020F1244 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179020F2100 ハロペリドール １ｍｇ１錠 ハロペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179020F3298 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179020F4073 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 ハロペリドール錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1179020F5142 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 ハロペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1179041F1327 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F2323 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F3311 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 36.20

内用薬 1190004F1161 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1190011F1030 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 1,106.00

内用薬 1190012F1310 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 167.00

内用薬 1190012F2316 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 249.20

内用薬 1190012F3320 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 167.00

内用薬 1190012F4327 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 249.20

内用薬 1190012F5030 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 429.00

内用薬 1190012F5048 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5056 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5064 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 429.00
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内用薬 1190012F5072 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 429.00

内用薬 1190012F5080 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5099 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 386.10

内用薬 1190012F5102 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 429.00

内用薬 1190012F5110 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5129 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5137 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 429.00

内用薬 1190012F5145 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5153 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F5161 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 429.00

内用薬 1190012F5170 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5188 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F5196 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5200 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5218 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5226 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F5234 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 429.00

内用薬 1190012F5242 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 429.00

内用薬 1190012F5250 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 429.00

内用薬 1190012F5269 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 429.00

内用薬 1190012F6036 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6044 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6052 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6060 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 429.00

内用薬 1190012F6079 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6087 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6095 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 386.10

内用薬 1190012F6109 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 429.00

内用薬 1190012F6117 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6125 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 429.00

内用薬 1190012F6133 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6141 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6150 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012F6168 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 429.00

内用薬 1190012F6176 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6184 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 429.00

内用薬 1190012F6192 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6206 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 429.00

内用薬 1190012F6214 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6222 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 429.00

内用薬 1190012F6230 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 429.00
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内用薬 1190012F6249 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 429.00

内用薬 1190012F6257 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 429.00

内用薬 1190012F6265 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 429.00

内用薬 1190012F6273 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 429.00

内用薬 1190012F6281 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「モチダ」 ダイト 後発品 429.00

内用薬 1190012F6290 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

救急薬品工業 後発品 429.00

内用薬 1190012Q3038 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 441.80

内用薬 1190012Q3046 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 441.80

内用薬 1190012S1032 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 149.80

内用薬 1190012S2039 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 223.50

内用薬 1190012S3027 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 384.70

内用薬 1190012S3035 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 384.70

内用薬 1219003D1042 ピペリジノアセチルアミノ安息
香酸エチル

２０％１ｇ ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル
顆粒２０％「日医工」

日医工 後発品 6.20

内用薬 1219003F1060 ピペリジノアセチルアミノ安息
香酸エチル

１００ｍｇ１錠 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル
錠１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 1231009F1100 メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠 メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1231013D1083 チキジウム臭化物 ２％１ｇ チキジウム臭化物顆粒２％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 11.80

内用薬 1231013M1083 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 1231013M1091 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80

内用薬 1231013M2195 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.90

内用薬 1231013M2209 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.90

内用薬 1249009F1414 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 1249009F1422 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1249010F1271 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 1249010F1280 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 1249010F1298 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1339002F1500 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1339005F1458 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 1339005F2225 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2119003F2634 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2119003M1289 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2119004F1055 デノパミン ５ｍｇ１錠 デノパミン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.20

内用薬 2119004F2051 デノパミン １０ｍｇ１錠 デノパミン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.70

内用薬 2119006F3022 ピモベンダン ０．６２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠０．６２５ｍｇ「ＴＥ」 三全製薬 後発品 40.40

内用薬 2123005F1265 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2123009F3649 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.60

内用薬 2123009F3657 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2123011F1317 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 13.40

内用薬 2123011F2577 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.80

内用薬 2123016F1123 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 28.50

内用薬 2123016F1131 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 18.30

内用薬 2123016F2200 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 54.10
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内用薬 2123016F2219 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 24.80

内用薬 2123016F3045 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ウェルビー錠０．６２５ｍｇ サンド 後発品 9.60

内用薬 2123016F3053 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2123016F3061 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2123016F3070 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2123016F3088 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 10.00

内用薬 2123016F3096 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 9.60

内用薬 2132004F1103 ヒドロクロロチアジド ２５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2132004F2037 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2132004F3025 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジドＯＤ錠１２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2133001F1620 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 15.20

内用薬 2133001F1638 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2144001F1259 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2144002F1300 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 10.50

内用薬 2144002F2357 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 14.40

内用薬 2144002F3272 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 21.80

内用薬 2144011F1074 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.20

内用薬 2144011F1082 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.80

内用薬 2144011F2070 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2144011F2089 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.70

内用薬 2144012F1095 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 41.40

内用薬 2144012F2091 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 72.20

内用薬 2149009F1081 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10

内用薬 2149009F2070 ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2149010F1165 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 2149010F1173 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2149010F2234 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 2149010F2242 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2149022F1087 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 ニルバジピン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2149022F2105 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 16.30

内用薬 2149026F1182 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.10

内用薬 2149026F1190 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.20

内用薬 2149026F2227 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 10.00

内用薬 2149026F2235 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 16.00

内用薬 2149026F3223 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 17.10

内用薬 2149026F3231 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.40

内用薬 2149026F4181 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 28.90

内用薬 2149026F4190 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 64.50

内用薬 2149027F1144 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90

内用薬 2149027F2167 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 14.80

内用薬 2149027F3163 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 25.50
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内用薬 2149031F1078 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 21.80

内用薬 2149031F2082 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 32.80

内用薬 2171006F1356 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2171006F1364 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171006F2158 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.30

内用薬 2171006F2166 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.30

内用薬 2171012F1220 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171012F2390 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171014M1163 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171014M2305 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2171019F1108 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.50

内用薬 2171019F2082 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.10

内用薬 2171020F1232 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 ニトレンジピン錠５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 8.70

内用薬 2171022F3315 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 15.80

内用薬 2171022F4311 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 28.00

内用薬 2171022F6160 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 34.70

内用薬 2171022F6179 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 56.40

内用薬 2171022F6187 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 63.00

内用薬 2171022F6195 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 49.60

内用薬 2171022F6209 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.00

内用薬 2171022F6217 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 大興製薬 後発品 52.20

内用薬 2171022F6225 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F6233 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 49.60

内用薬 2171022F6241 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 46.40

内用薬 2171022F6250 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 52.20

内用薬 2171022Q1097 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「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 16.60

内用薬 2171022Q2093 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「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 31.20

内用薬 2171023F1082 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171023F2127 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.80

内用薬 2183005G2150 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 6.30

内用薬 2183005G2168 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2189010F1390 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＥＥ」 サンノーバ 後発品 26.90

内用薬 2189010F1403 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 19.20

内用薬 2189010F1411 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 19.20

内用薬 2189010F2418 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 サンノーバ 後発品 47.90

内用薬 2189010F2426 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 32.80

内用薬 2189010F2434 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 38.00

内用薬 2189011F1254 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 46.00

内用薬 2189011F1262 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 35.70

内用薬 2189011F2226 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 71.30

内用薬 2189011F3206 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 218.50
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内用薬 2189015F1228 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 36.10

内用薬 2189015F2224 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 68.90

内用薬 2189015F3026 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 40.10

内用薬 2189015F4022 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 76.50

内用薬 2189016F1036 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1044 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1052 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 39.80

内用薬 2189016F1060 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1079 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.80

内用薬 2189016F1087 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.80

内用薬 2189016F1095 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.80

内用薬 2189016F1109 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 39.80

内用薬 2189016F1117 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1125 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 39.80

内用薬 2189016F1133 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1141 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 39.80

内用薬 2189016F1150 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 39.80

内用薬 2189016F1168 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1176 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1184 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.80

内用薬 2189016F1192 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 39.80

内用薬 2189016F1206 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 39.80

内用薬 2189016F1214 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 39.80

内用薬 2189016F1222 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1230 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 39.80

内用薬 2189016F1249 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F1257 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 39.80

内用薬 2189016F1265 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 39.80

内用薬 2189016F2032 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2040 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2059 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 75.50

内用薬 2189016F2067 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2075 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 75.50

内用薬 2189016F2083 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 75.50

内用薬 2189016F2091 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 75.50

内用薬 2189016F2105 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 75.50

内用薬 2189016F2113 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2121 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 75.50

内用薬 2189016F2130 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2148 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 75.50

内用薬 2189016F2156 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 75.50
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内用薬 2189016F2164 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2172 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2180 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 75.50

内用薬 2189016F2199 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 75.50

内用薬 2189016F2202 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 75.50

内用薬 2189016F2210 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 75.50

内用薬 2189016F2229 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2237 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 75.50

内用薬 2189016F2245 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F2253 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 75.50

内用薬 2189016F2261 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 75.50

内用薬 2189016F3039 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3047 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3055 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 143.20

内用薬 2189016F3063 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 143.20

内用薬 2189016F3071 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 143.20

内用薬 2189016F3080 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 143.20

内用薬 2189016F3098 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 143.20

内用薬 2189016F3101 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 143.20

内用薬 2189016F3110 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 143.20

内用薬 2189016F3128 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 143.20

内用薬 2189016F3136 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 143.20

内用薬 2189016F4035 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.80

内用薬 2189016F5031 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 75.50

内用薬 2190005F1292 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.40

内用薬 2190005F1306 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2190005F2191 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190005F2205 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2190006M1202 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

１００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル１００ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 2190006M2225 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル２００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2190018F2156 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１ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190018F3179 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２ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190021F1453 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60

内用薬 2190021F1461 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 9.60

内用薬 2190022F1202 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錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 11.40

内用薬 2223001B1252 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１
０％「日医工」

日医工 後発品 9.10

内用薬 2223001F2137 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１
５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2233002F1301 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F2120 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 7.90

内用薬 2233002Q1132 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％「テ
バ」

テバ製薬 後発品 2.60

内用薬 2234001F1347 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.00
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内用薬 2234001F1355 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.00

内用薬 2234001Q1127 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％
「イセイ」

イセイ 後発品 1.40

内用薬 2239001F1750 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「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2239001F1769 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「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2239001N1160 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４
５ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 37.90

内用薬 2239001Q1182 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％「トーワ」

東和薬品 後発品 5.10

内用薬 2239001S1139 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０．７５％
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 6.20

内用薬 2251001F1089 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2251001F1097 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2252006R2049 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．５％１ｇ フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小児用
０．５％「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 36.20

内用薬 2254001F1102 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 2259002R1118 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％
「タカタ」

高田製薬 後発品 9.00

内用薬 2259004F1161 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2322001D1316 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒９９％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.20

内用薬 2323001D3073 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

１％１ｇ アズレン顆粒１％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2323001F1250 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

２ｍｇ１錠 アズレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2325001F1556 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2325001F1564 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2325001F2250 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン錠４００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 7.00

内用薬 2325002F1267 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.70

内用薬 2325002F1275 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.70

内用薬 2325002F2182 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 2325002F2190 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.40

内用薬 2325003F1318 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60

内用薬 2325003F1326 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 2325005F1040 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.40

内用薬 2325005M1162 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 26.80

内用薬 2325005M2118 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 2325005M2126 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 16.60

内用薬 2329008C1135 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329008D1181 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「日医工」 日医工 後発品 6.20

内用薬 2329008S1121 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「日医工」 日医工 後発品 2.90

内用薬 2329022H1205 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 64.80

内用薬 2329022H2171 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 40.00

内用薬 2354003F2359 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 5.00

内用薬 2354003F2367 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00

内用薬 2354003F2375 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.00

内用薬 2359005S1291 ピコスルファートナトリウム水和
物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 9.90

内用薬 2362001F1126 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.00

内用薬 2362001F1134 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2362001F2238 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 6.20
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内用薬 2362001F2246 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 5.80

内用薬 2399004C1107 メトクロプラミド ２％１ｇ メトクロプラミド細粒２％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2399004F1235 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F1213 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F1221 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2399005F2333 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2399005F2341 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2399006C1190 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 7.20

内用薬 2399006F1544 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399006F1552 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2478001G1160 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍ
ｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 64.10

内用薬 2491001F5188 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2491001F5196 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2491001F6206 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.80

内用薬 2491001F6214 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2491001F6222 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2590002F1509 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「フ
ソー」

ダイト 後発品 10.40

内用薬 2590005F3157 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 4.50

内用薬 2590005F3165 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2590008F1166 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 41.80

内用薬 2590008F2162 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 89.70

内用薬 2590008N1217 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 28.10

内用薬 2590008N2213 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 48.20

内用薬 3112001M1275 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「ＥＥ」

サンノーバ 後発品 6.50

内用薬 3112001M1283 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 6.50

内用薬 3112001M1291 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3112001M1305 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3112001M2344 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「ＥＥ」

サンノーバ 後発品 9.90

内用薬 3112001M2352 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 9.90

内用薬 3112001M3332 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１μｇ「Ｅ
Ｅ」

サンノーバ 後発品 19.30

内用薬 3112001M3340 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１μｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 19.30

内用薬 3112001M4231 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３μｇ「Ｅ
Ｅ」

サンノーバ 後発品 63.70

内用薬 3112001M4240 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３μｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 52.80

内用薬 3112004M1180 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 8.40

内用薬 3122008F1053 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3131002D1151 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル顆粒１０％「イ
セイ」

イセイ 後発品 6.20

内用薬 3131002F1322 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 5.40

内用薬 3133001B1215 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン散２０％「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.20

内用薬 3136004F1093 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン錠２５０μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3136004F2243 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3136004F2251 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60
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内用薬 3160002M2176 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 20.90

内用薬 3222013F1149 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3321002F2420 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 3327002F1185 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「三恵」 三恵薬品 後発品 6.30

内用薬 3399004M1360 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 14.70

内用薬 3399005F1250 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＡＦＰ」 シオノケミカル 後発品 46.20

内用薬 3399005F1269 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.80

内用薬 3399005F2087 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 60.60

内用薬 3919300F1203 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 肝臓加水分解物腸溶錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 3943001F1616 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3943001F2272 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3961007F1220 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961007F2111 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961008F4097 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.30

内用薬 3961008F5093 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.40

内用薬 3961008F6081 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 3969003F1123 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 13.20

内用薬 3969003F2120 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 23.40

内用薬 3999003F1343 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「フ
ソー」

ダイト 後発品 22.30

内用薬 3999008F1419 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.50

内用薬 3999008F1427 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 8.30

内用薬 3999013F1320 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 43.70

内用薬 3999013F1339 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 43.70

内用薬 3999014F1023 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 325.70

内用薬 3999014F1031 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 325.70

内用薬 3999014F2020 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 575.30

内用薬 3999014F2038 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 575.30

内用薬 3999014F3026 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠１．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 802.50

内用薬 3999014F4022 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 タクロリムス錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 1,417.50

内用薬 3999014F5029 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 2,156.10

内用薬 3999014F5037 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,156.10

内用薬 3999017M1034 ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０
ｍｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 207.80

内用薬 3999017M1042 ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０
ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 207.80

内用薬 3999018F1153 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 48.00

内用薬 3999018F2150 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 380.40

内用薬 4229101M1068 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンエヌピー配合カプセルＴ２０ ニプロ 後発品 430.00

内用薬 4229101M1076 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンメイジ配合カプセルＴ２０ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 430.00

内用薬 4229101M1084 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テノックス配合カプセルＴ２０ あすか製薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M1092 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テメラール配合カプセルＴ２０ 共和薬品工業 後発品 430.00

内用薬 4229101M2064 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンエヌピー配合カプセルＴ２５ ニプロ 後発品 517.30

内用薬 4229101M2072 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスワンメイジ配合カプセルＴ２５ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 517.30
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内用薬 4229101M2080 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テノックス配合カプセルＴ２５ あすか製薬 後発品 517.30

内用薬 4229101M2099 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

テメラール配合カプセルＴ２５ 共和薬品工業 後発品 517.30

内用薬 4291011F1036 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1044 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1052 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 1,842.40

内用薬 4291011F1060 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 後発品 1,842.40

内用薬 4413004F1286 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 4419002Q1125 ｄ－クロルフェニラミンマレイン
酸塩

０．０４％１０ｍＬ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロッ
プ０．０４％「トーワ」

東和薬品 後発品 12.40

内用薬 4419006F1416 ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 4490003R1317 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ケトチフェンドライシロップ小児用０．１％
「フソー」

ダイト 後発品 18.10

内用薬 4490004F1102 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 4490004F1110 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 4490005F1573 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 21.70

内用薬 4490014F1262 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 24.00

内用薬 4490014F2307 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 37.90

内用薬 4490016M1082 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 36.40

内用薬 4490016M2089 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 36.40

内用薬 4490020R1043 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％
「日医工」

日医工 後発品 162.60

内用薬 4490023F1253 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1261 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 45.40

内用薬 4490023F1270 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F1288 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F2250 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2268 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 35.40

内用薬 4490023F2276 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023F2284 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023F3078 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3086 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド　エーザイ 後発品 52.90

内用薬 4490023F3094 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 52.90

内用薬 4490023F3108 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F4058 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F4066 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 35.40

内用薬 4490023R1020 フェキソフェナジン塩酸塩 ６％１ｇ フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 99.20

内用薬 4490025F1287 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 28.40

内用薬 4490025F2283 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 36.10

内用薬 6132002R4094 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ セファレキシンドライシロップ小児用５
０％「日医工」

日医工 後発品 22.20

内用薬 6132005M1229 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 23.40

内用薬 6132005M1237 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.40

内用薬 6132009C1108 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ セフテラムピボキシル細粒小児用１０％
「日医工」

日医工 後発品 61.80

内用薬 6132011F1101 セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 42.50

内用薬 6132011F1110 セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 48.20
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内用薬 6132013C1147 セフジニル １００ｍｇ１ｇ セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 62.30

内用薬 6132013M1126 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 37.20

内用薬 6132013M2149 セフジニル １００ｍｇ１カプセル セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 41.80

内用薬 6149002F1169 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 26.90

内用薬 6149004C1048 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 216.00

内用薬 6149004C1056 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 216.00

内用薬 6149004C1064 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 216.00

内用薬 6149004C1072 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒１０％小児用「ＫＮ」 小林化工 後発品 216.00

内用薬 6149004C1080 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカ
タ」

高田製薬 後発品 216.00

内用薬 6149004F1036 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 全星薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1044 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1052 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1060 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 162.80

内用薬 6149004F1079 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 162.80

内用薬 6149004F1087 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 162.80

内用薬 6149004F1095 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 162.80

内用薬 6149004F1109 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 162.80

内用薬 6149004F1117 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1125 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1133 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 162.80

内用薬 6149004F1141 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F1150 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 162.80

内用薬 6149004F1168 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 162.80

内用薬 6149004F1176 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 162.80

内用薬 6149004F1184 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 162.80

内用薬 6149004F3020 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１錠 アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 148.50

内用薬 6149004F4027 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 325.60

内用薬 6149004F4035 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 325.60

内用薬 6149004M1035 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 148.50

内用薬 6149004M1043 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 148.50

内用薬 6149004M1051 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 148.50

内用薬 6152005D1108 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.00

内用薬 6152005F1095 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.10

内用薬 6152005F1109 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.10

内用薬 6152005F2113 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.10

内用薬 6152005F2121 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 30.10

内用薬 6219001H1080 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 31.00

内用薬 6219001H2079 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 後発品 18.50

内用薬 6241006F1156 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 20.80

内用薬 6241008F1120 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 12.90

内用薬 6241008F1139 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 43.30
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内用薬 6241008F2160 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 50.00

内用薬 6250002D1199 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル顆粒４０％「トーワ」 東和薬品 後発品 117.60

内用薬 6250002F1262 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.60

内用薬 6250002F2269 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル錠４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 91.00

内用薬 6250019D1038 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 323.80

内用薬 6250019D1046 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「トーワ」 東和薬品 後発品 323.80

内用薬 6250019D1054 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「日医工」 日医工 後発品 323.80

内用薬 6250019D1062 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 323.80

内用薬 6250019F1039 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1047 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1055 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1063 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1071 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 268.90

内用薬 6250019F1080 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1098 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 268.90

内用薬 6250019F1101 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 268.90

内用薬 6250019F1110 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 268.90

内用薬 6250019F1128 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1136 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1144 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 268.90

内用薬 6250019F1152 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 268.90

内用薬 6250019F1160 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 268.90

内用薬 6250019F1179 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1187 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「オーハラ」 エール薬品 後発品 268.90

内用薬 6250019F1195 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 268.90

内用薬 6250019F1209 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1217 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 268.90

内用薬 6250019F1225 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1233 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1241 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 268.90

内用薬 6250019F1250 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1268 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F1276 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 268.90

内用薬 6250019F1284 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 268.90

内用薬 6250019F1292 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓器」 東洋カプセル 後発品 268.90

内用薬 6250019F1306 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 268.90

内用薬 6250019F1314 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 268.90

内用薬 6250019F1322 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 268.90

内用薬 6250019F2027 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１包 バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 持田製薬 後発品 313.70

内用薬 6290005F1296 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 110.40

内用薬 6419001F1048 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 チニダゾール錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 44.70
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内用薬 6419001F2044 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 チニダゾール錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 121.60

内用薬 8119002N1023 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 帝國製薬 後発品 103.30

内用薬 8119002N2020 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 190.20

内用薬 8119002N3026 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 350.00

内用薬 8119002N4022 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１カプセル オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 644.40

注射薬 1242401A1366 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 56

注射薬 2119404A1212 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 301

注射薬 2190406G1074 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アリプロスト注シリンジ５μｇ 富士製薬工業 後発品 1,869

注射薬 2190406G2097 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アリプロスト注シリンジ１０μｇ 富士製薬工業 後発品 2,234

注射薬 2325400A1220 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注射液２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56

注射薬 2391400A3180 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 1,563

注射薬 2391400A4187 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 2,400

注射薬 2399401A1130 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 56

注射薬 2499407G1038 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．
８８ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 20,840

注射薬 2499407G1046 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．
８８ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 20,840

注射薬 2499407G2034 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．
７５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 29,519

注射薬 2499407G2042 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．
７５ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 29,519

注射薬 3136403A1221 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 56

注射薬 3234401G1030 キシリトール ２０％２０ｍＬ１筒 キシリトール注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 197

注射薬 3319534A4178 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン輸液「ＮＰ」 ニプロ 後発品 155

注射薬 3319534A4186 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 155

注射薬 3319534A6138 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 273

注射薬 3334400A3049 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１瓶 ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 733

注射薬 3334400A5041 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位２０ｍＬ１瓶 ヘパリンＣａ注射液２万単位／２０ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 607

注射薬 3334400A6072 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍＬ１瓶 ヘパリンＣａ注射液５万単位／５０ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 1,325

注射薬 3334400A7044 ヘパリンカルシウム １００，０００単位１００ｍＬ１
瓶

ヘパリンＣａ注射液１０万単位／１００ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,933

注射薬 3999407D1238 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 252

注射薬 3999407D2242 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 691

注射薬 3999408A1279 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 344

注射薬 3999408G1409 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「ＡＦＰ」

シオノケミカル 後発品 448

注射薬 4224401A7033 シタラビン １ｇ１瓶 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 8,403

注射薬 4224401A8021 シタラビン ４００ｍｇ１瓶 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 3,796

注射薬 4224403D1120 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 2,596

注射薬 4224403D2126 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 12,618

注射薬 4240405A1053 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解
液付）

ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A2050 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液
付）

ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 43,164

注射薬 4240405A3030 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

大興製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A3048 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ケ
ミファ」

ナガセ医薬品 後発品 12,552

注射薬 4240405A3056 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A3064 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ
「トーワ」

東和薬品 後発品 12,552

注射薬 4240405A4036 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

大興製薬 後発品 43,164
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注射薬 4240405A4044 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ケ
ミファ」

ナガセ医薬品 後発品 43,164

注射薬 4240405A4052 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 43,164

注射薬 4240405A4060 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ
「トーワ」

東和薬品 後発品 43,164

注射薬 4240405A5032 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ
「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 12,552

注射薬 4240405A6039 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ
「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 43,164

注射薬 4240405A7027 ドセタキセル水和物 １２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液１２０ｍｇ／１２
ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 61,946

注射薬 6112400A1084 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注３００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 99

注射薬 6112400A3117 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注６００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 99

注射薬 6112401A1151 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注３００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 188

注射薬 6112401A2166 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注６００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 270

注射薬 6123404A1116 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 437

注射薬 6123404A2090 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 887

注射薬 6131403D1233 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 194

注射薬 6131403D1241 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注用１ｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 185

注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 297

注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注用２ｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 321

注射薬 6132419F1143 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 382

注射薬 6132419F2166 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 444

注射薬 6139500F1121 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 ワイスタール配合静注用０．５ｇ ニプロ 後発品 362

注射薬 6139500F2179 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ワイスタール配合静注用１ｇ ニプロ 後発品 422

注射薬 6139500G1089 スルバクタムナトリウム・セフォ
ペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ ニプロ 後発品 721

注射薬 6152401F1146 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 188

注射薬 6250401A1077 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 872

注射薬 6250401F1244 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 872

注射薬 6290401A4080 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,475

注射薬 6290401A5086 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール静注２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 4,308

注射薬 6290401A6058 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,475

注射薬 7219412A9097 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412G1064 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,548

注射薬 7219412G2095 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 3,375

注射薬 7219412G6074 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１筒 イオパミドール３００注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 4,326

注射薬 7219415A8078 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 796

注射薬 7219415A9082 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,289

注射薬 7219415G9034 イオヘキソール ６４．７１％１１０ｍＬ１筒 イオパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 7,525

注射薬 7219415H1098 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１瓶 イオベリン３００注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 3,483

注射薬 7219415H2094 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 イオベリン３００注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 5,465

注射薬 7219415H3074 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,795

注射薬 7219415H4070 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 4,178

注射薬 7219415H5077 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 6,861

注射薬 7219415H7053 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１袋 イオヘキソール３００注バッグ１００ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 5,913

注射薬 7223401A1120 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩注０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 502
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外用薬 1141700J3153 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1149700J1108 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1149700J2104 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 22.00

外用薬 1319701Q3032 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液１％「わ
かもと」

わかもと製薬 後発品 281.80

外用薬 1319701Q4039 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わ
かもと」

わかもと製薬 後発品 398.30

外用薬 1319702Q3045 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 364.60

外用薬 1319702Q3053 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 364.60

外用薬 1319702Q3061 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ニットー」 東亜薬品 後発品 364.60

外用薬 1319702Q4041 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 525.70

外用薬 1319702Q4050 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 525.70

外用薬 1319702Q4068 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ニットー」 東亜薬品 後発品 525.70

外用薬 1319722Q1201 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 43.00

外用薬 1319722Q1210 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「日医工」 日医工 後発品 53.10

外用薬 1319722Q1228 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 43.00

外用薬 1319730Q1338 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 296.90

外用薬 1319730Q1346 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「日医工」 日医工 後発品 242.30

外用薬 1319743Q1041 ブロムフェナクナトリウム水和
物

０．１％１ｍＬ ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 78.10

外用薬 1329705Q1310 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ケトチフェン点鼻液０．０５％「サワイ」 沢井製薬 後発品 384.50

外用薬 1329707Q4024 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

８．１６ｍｇ１６ｍＬ１瓶 フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 日本臓器製薬 後発品 2,162.30

外用薬 2259707S1195 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 28.20

外用薬 2259707S2191 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.90

外用薬 2259707S3198 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 54.60

外用薬 2260700C1149 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

０．４％１ｇ アズレン含嗽用顆粒０．４％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.90

外用薬 2399709E1043 セチルピリジニウム塩化物水
和物

２ｍｇ１錠 セチルピリジニウム塩化物トローチ２ｍｇ
「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.60

外用薬 2529706H1050 チニダゾール ２００ｍｇ１個 チニダゾール腟錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 51.20

外用薬 2559808M1039 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン １ｇ ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ製薬 後発品 18.00

外用薬 2612701Q3431 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 14.60

外用薬 2612701Q5027 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ１管 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケー
タ「オーツカ」１０ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 10.50

外用薬 2612701Q6023 ポビドンヨード １０％２５ｍＬ１管 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケー
タ「オーツカ」２５ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 16.80

外用薬 2619702Q1272 クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液
ＥＷ０．５％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 6.30

外用薬 2619716Q1231 アルキルジアミノエチルグリシ
ン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩
消毒用液１０％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 7.30

外用薬 2639700N1067 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 東和薬品 後発品 31.80

外用薬 2639700Q1063 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジフロキサシンローション１％「トーワ」 東和薬品 後発品 31.80

外用薬 2649950M1178 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ゲル０．３％「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.60

外用薬 2655700N1192 クロトリマゾール １％１ｇ クロトリマゾールクリーム１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 6.90

外用薬 2655708N1288 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 10.80

外用薬 2655708N1296 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.40

外用薬 2659708N1090 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 東和薬品 後発品 30.80

外用薬 2659708Q1070 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」 東和薬品 後発品 30.80

外用薬 2659710N1209 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 19.30

外用薬 2659710Q1108 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩外用液１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 19.30
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外用薬 2669701N1079 尿素 １０％１ｇ アセチロールクリーム１０％ ポーラファルマ 後発品 5.70

外用薬 2669701N1087 尿素 １０％１ｇ ベギンクリーム１０％ 藤永製薬 後発品 5.70

外用薬 2669701N2075 尿素 ２０％１ｇ アセチロールクリーム２０％ ポーラファルマ 後発品 5.70

外用薬 2669701N2083 尿素 ２０％１ｇ ベギンクリーム２０％ 藤永製薬 後発品 5.70

外用薬 3339950M1145 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテン油性クリーム０．３％ 日医工 後発品 10.80

外用薬 3339950N1051 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.80

外用薬 3339950N1060 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 8.80

外用薬 3339950Q1090 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ローション０．３％「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 8.80

外用薬 3339950R1096 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 20.20

外用薬 6250701M1078 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル軟膏５％「トーワ」 東和薬品 後発品 161.50

外用薬 8219700S5050 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6057 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7053 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「テル
モ」

帝國製薬 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8050 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「テ
ルモ」

帝國製薬 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9056 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「テ
ルモ」

帝國製薬 後発品 8,044.90

平成２５年９月２日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名
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て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 6149002F1150 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 31.60

平成２５年８月１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品
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内用薬 1179038S2060 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１包 リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 32.00

注射薬 1179038S3067 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 リスペリドン内用液１ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 57.80

注射薬 1179038S4063 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 リスペリドン内用液２ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 104.50

注射薬 1179038S5051 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 リスペリドン内用液３ｍｇ分包「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 150.90

平成２５年７月１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 3211002F1040 乳酸カルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 5.60

注射薬 3334400A4045 ヘパリンカルシウム １０，０００単位１０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム注１万単位／１０ｍＬ
「ＡＹ」

エイワイファーマ 後発品 375

注射薬 3334400A6064 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム注５万単位／５０ｍＬ
「ＡＹ」

エイワイファーマ 後発品 1,032

注射薬 6132419F1135 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 382

注射薬 6132419F2158 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 444

平成２５年６月２１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 1124003F2273 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.40
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内用薬 1124003F3164 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F1127 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F1135 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1124007F2220 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F2239 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1124009F1320 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 7.60

内用薬 1124009F1339 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1124009F1347 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.60

内用薬 1124009F1355 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7.60

内用薬 1124009F3030 ブロチゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.60

内用薬 1124013C1061 オキサゾラム １０％１ｇ オキサゾラム細粒１０％「イセイ」 イセイ 後発品 10.70

内用薬 1124017F2216 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124017F4219 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124017F5096 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 ジアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1124026F1316 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1124029F1123 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.20

内用薬 1124029F2090 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.80

内用薬 1129007F1115 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.80

内用薬 1129007F1123 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 1129007F2090 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.80

内用薬 1129007F2103 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.00

内用薬 1139004G1059 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.10

内用薬 1139004G2071 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 12.70

内用薬 1139004Q1119 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医
工」

日医工 後発品 6.50

内用薬 1147002F1617 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 1147002F1625 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1147002N1190 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7.70

内用薬 1149019C1173 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.60

内用薬 1149019F1609 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.80

内用薬 1149019F1617 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 6.10

内用薬 1149019F1625 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10

内用薬 1149029F1149 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 1149032F1124 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 10.50

内用薬 1149032F2163 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.40

内用薬 1169005F1260 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「フソー」 ダイト 後発品 48.60

内用薬 1169012F1030 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＡＡ」

あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1049 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1057 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド エーザイ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1065 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＦＦＰ」

富士フイルムファーマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1073 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 29.60

内用薬 1169012F1081 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 29.60
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内用薬 1169012F1090 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 29.60

内用薬 1169012F1103 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 29.60

内用薬 1169012F1111 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 29.60

内用薬 1169012F1120 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 29.60

内用薬 1169012F1138 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 29.60

内用薬 1169012F1146 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「ザイダス」

ザイダスファーマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F1154 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1162 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 29.60

内用薬 1169012F1170 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 29.60

内用薬 1169012F1189 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 29.60

内用薬 1169012F1197 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 29.60

内用薬 1169012F2037 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2045 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2053 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2061 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2070 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 101.30

内用薬 1169012F2088 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2096 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 101.30

内用薬 1169012F2100 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 101.30

内用薬 1169012F2118 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 101.30

内用薬 1169012F2126 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 101.30

内用薬 1169012F2134 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 101.30

内用薬 1169012F2142 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ザイ
ダス」

ザイダスファーマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F2150 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2169 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 101.30

内用薬 1169012F2177 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 101.30

内用薬 1169012F2185 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 101.30

内用薬 1169012F2193 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 101.30

内用薬 1169012F3025 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 29.60

内用薬 1169012F4021 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 101.30

内用薬 1169101F1170 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ１００ ダイト 後発品 14.20

内用薬 1169101F3033 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ５０ ダイト 後発品 7.00

内用薬 1179012F1169 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179012F1177 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1179012F2092 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.30

内用薬 1179012F2106 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 9.30

内用薬 1179019F1071 ヒドロキシジンパモ酸塩 ２５ｍｇ１錠 ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 1179025F1271 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.00

内用薬 1179025F1280 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.00

内用薬 1179025F1298 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.00

内用薬 1179025F1301 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
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内用薬 1179025F2235 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.30

内用薬 1179025F2243 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 1179025F2251 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 1179025F2260 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 1179025F3037 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.80

内用薬 1179028C1104 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.70

内用薬 1179028F1097 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179028F2140 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.60

内用薬 1179028F3073 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠６ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 19.20

内用薬 1179034F1068 セチプチリンマレイン酸塩 １ｍｇ１錠 セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 1179038F5070 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 21.90

内用薬 1179038F6076 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 39.60

内用薬 1179038F7064 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.70

内用薬 1179038F7072 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 12.20

内用薬 1179038F8052 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 35.00

内用薬 1179038F8060 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 57.40

内用薬 1179041F1319 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F2315 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F3265 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3273 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 36.20

内用薬 1179041F3281 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3290 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3303 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F6027 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.20

内用薬 1179042F5041 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 48.00

内用薬 1190004C1106 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 22.80

内用薬 1190004F1145 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.80

内用薬 1190004F1153 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1190004F2133 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.40

内用薬 1190014F2048 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 781.10

内用薬 1190014F2056 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 781.10

内用薬 1222001F1112 クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠 クロルゾキサゾン錠２００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.40

内用薬 1225001F1149 クロルフェネシンカルバミン酸
エステル

１２５ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠
１２５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1225001F2277 クロルフェネシンカルバミン酸
エステル

２５０ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠
２５０ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 1249009F1392 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.60

内用薬 1249009F1406 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1249010D1084 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ チザニジン顆粒０．２％「日医工」 日医工 後発品 13.40

内用薬 1249010F1255 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1249010F1263 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1339005F1431 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 6.00

内用薬 1339005F1440 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 6.00
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内用薬 1339005F2217 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 6.30

内用薬 2123005F1257 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2123014F1116 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.80

内用薬 2123014F1124 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 7.80

内用薬 2123014F1132 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.80

内用薬 2123014F2228 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 13.10

内用薬 2123014F2236 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 11.10

内用薬 2123014F2244 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.10

内用薬 2129002M1132 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 16.40

内用薬 2129002M1140 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.60

内用薬 2129002M2236 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 23.70

内用薬 2129003M1170 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 6.80

内用薬 2129003M1188 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 6.80

内用薬 2129003M1196 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 6.80

内用薬 2129003M2192 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 13.80

内用薬 2129003M2206 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 13.80

内用薬 2129005F1200 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 22.40

内用薬 2129007F1063 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 24.50

内用薬 2129007F2060 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 40.10

内用薬 2129008M1130 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 26.60

内用薬 2129008M2144 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 47.80

内用薬 2132003F1419 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 6.00

内用薬 2132003F1427 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2133001F1603 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2133001F1611 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 2135001F1136 メフルシド ２５ｍｇ１錠 メフルシド錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2144002F1296 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 16.60

内用薬 2144002F2349 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 29.30

内用薬 2144002F3264 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 35.00

内用薬 2144006F1103 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 リシノプリル錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 11.40

内用薬 2144006F1111 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 リシノプリル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.70

内用薬 2144006F2142 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.20

内用薬 2144006F2150 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 15.70

内用薬 2144006F3106 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2144006F3114 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.40

内用薬 2144012F1087 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 41.40

内用薬 2144012F2083 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 72.20

内用薬 2149010F1157 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7.30

内用薬 2149010F2226 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 2149014M1065 プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 36.40

内用薬 2149026F1174 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.60
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内用薬 2149026F2219 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 15.10

内用薬 2149026F3215 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 26.50

内用薬 2149026F4173 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 56.10

内用薬 2149027F1136 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90

内用薬 2149027F2159 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.80

内用薬 2149027F3155 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.50

内用薬 2149029F1097 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 24.50

内用薬 2149029F2093 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 38.20

内用薬 2149032F1129 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.40

内用薬 2149032F2125 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 61.70

内用薬 2149043F1038 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1046 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 22.10

内用薬 2149043F1054 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 22.10

内用薬 2149043F1062 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1070 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 22.10

内用薬 2149043F1089 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 22.10

内用薬 2149043F1097 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 22.10

内用薬 2149043F1100 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 22.10

内用薬 2149043F1119 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 22.10

内用薬 2149043F1127 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.10

内用薬 2149043F1135 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 22.10

内用薬 2149043F2034 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2042 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 39.30

内用薬 2149043F2050 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 39.30

内用薬 2149043F2069 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2077 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.30

内用薬 2149043F2085 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.30

内用薬 2149043F2093 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 39.30

内用薬 2149043F2107 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 39.30

内用薬 2149043F2115 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 39.30

内用薬 2149043F2123 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.30

内用薬 2149043F2131 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 39.30

内用薬 2171005F1327 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171005F2145 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.10

内用薬 2171008F1126 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 2171010F2626 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2171010F2634 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 2171010F3070 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.90

内用薬 2171021F1253 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 20.30

内用薬 2171021F2276 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 38.20

内用薬 2171021F3248 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 68.00
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内用薬 2171022F3307 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「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 20.00

内用薬 2171022F4303 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「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 37.60

内用薬 2171022F5237 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 34.70

内用薬 2171022F5245 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 34.70

内用薬 2171022F5253 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 63.00

内用薬 2171022F5261 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5270 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 56.40

内用薬 2171022F5288 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5296 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.70

内用薬 2171022F5300 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 バイオテックベイ 後発品 46.40

内用薬 2171022F5318 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.00

内用薬 2171022F5326 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 63.00

内用薬 2171022F5334 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F5342 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 52.20

内用薬 2171022F5350 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 46.40

内用薬 2189008F1449 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.40

内用薬 2189010F1373 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.90

内用薬 2189010F1381 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「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 14.90

内用薬 2189010F2396 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 32.80

内用薬 2189010F2400 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「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 25.20

内用薬 2189011F1246 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 46.00

内用薬 2189011F2218 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 89.50

内用薬 2189011F3192 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 189.80

内用薬 2189015F1198 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 36.10

内用薬 2189015F1201 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1210 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F2194 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 68.90

内用薬 2189015F2208 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2216 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 68.90

内用薬 2190006M2217 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル２００ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190021F1445 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 2190022F1180 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錠１０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 11.40

内用薬 2190022F1199 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錠１０ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 後発品 17.80

内用薬 2233002F1280 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F1298 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2233002F2103 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.90

内用薬 2233002F2111 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.90

内用薬 2233002Q1124 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％
「トーワ」

東和薬品 後発品 2.60

内用薬 2233002R1065 カルボシステイン ３３．３％１ｇ カルボシステインＤＳ３３．３％「トーワ」 東和薬品 後発品 9.50

内用薬 2233002R2045 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 13.10

内用薬 2233002R2053 カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインドライシロップ５０％「テ
バ」

テバ製薬 後発品 13.10
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内用薬 2239001F1726 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「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2239001F1734 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「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2239001F1742 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「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2239001S2046 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内用液０．３％
「日医工」

日医工 後発品 10.30

内用薬 2251001F2174 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2251001G1092 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.50

内用薬 2251001G2080 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.50

内用薬 2251001G3060 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2251001R1131 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ＤＳ小児用２０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 57.10

内用薬 2251001R1140 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２
０％「日医工」

日医工 後発品 49.30

内用薬 2259004F1153 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2259004Q1189 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／ｍ
Ｌ「テバ」

大正薬品工業 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1197 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／ｍ
Ｌ「日医工」

日医工 後発品 3.80

内用薬 2319001C2109 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．１％「フソー」 ダイト 後発品 15.40

内用薬 2319001C3032 塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．２％「フソー」 ダイト 後発品 32.20

内用薬 2319001M1337 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「フソー」 ダイト 後発品 15.00

内用薬 2325001F1548 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2325002F1259 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.60

内用薬 2325002F2174 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.30

内用薬 2325003B1103 ファモチジン １０％１ｇ ファモチジン散１０％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 98.70

内用薬 2325003B1111 ファモチジン １０％１ｇ ファモチジン散１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 146.10

内用薬 2325003B2134 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 18.80

内用薬 2325003B2142 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「トーワ」 東和薬品 後発品 29.40

内用薬 2325003F1288 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2325003F1296 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2325003F1300 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.20

内用薬 2325003F2306 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2325003F2314 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 13.50

内用薬 2325003F2322 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 27.10

内用薬 2325003F3213 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.50

内用薬 2325003F3221 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 9.60

内用薬 2325003F3230 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.20

内用薬 2325003F4236 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2325003F4244 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 13.50

内用薬 2325003F4252 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 27.10

内用薬 2329002D2059 アルジオキサ ２０％１ｇ アルジオキサ顆粒２０％「日医工」 日医工 後発品 5.90

内用薬 2329002D3055 アルジオキサ ２５％１ｇ アルジオキサ顆粒２５％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329002D4310 アルジオキサ ５０％１ｇ アルジオキサ顆粒５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329002F2173 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2329004C1161 セトラキサート塩酸塩 ４０％１ｇ セトラキサート塩酸塩細粒４０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.10

内用薬 2329004M1191 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル セトラキサート塩酸塩カプセル２００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.70
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内用薬 2329009M1437 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル スルピリドカプセル５０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 6.30

内用薬 2329011C1196 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.30

内用薬 2329011C2109 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.70

内用薬 2329012C1328 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 15.50

内用薬 2329012M1340 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 2329020F1124 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 7.70

内用薬 2329022H1191 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 102.10

内用薬 2329022H2163 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 54.90

内用薬 2344009C1047 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％〈ハチ〉 東洋製薬化成 後発品 13.60

内用薬 2344009C1055 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグミット細粒８３％ 協和化学工業 後発品 13.60

内用薬 2354003F2332 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00

内用薬 2354003F2340 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 生晃栄養薬品 後発品 5.00

内用薬 2359005F1226 ピコスルファートナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2359005R1117 ピコスルファートナトリウム水和
物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムドライシロップ
１％「日医工」

日医工 後発品 11.80

内用薬 2359005S1283 ピコスルファートナトリウム水和
物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「日医工」

日医工 後発品 9.90

内用薬 2362001F1118 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2362001F2203 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.70

内用薬 2362001F2211 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 2362001F2220 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2399005F1191 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2399005F1205 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2399005F2317 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2399005F2325 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 2399006C1181 トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 9.50

内用薬 2399006F1528 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2399006F1536 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2478001G1151 クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 64.10

内用薬 2478002F1088 メドロキシプロゲステロン酢酸
エステル

２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠
２．５ｍｇ「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 12.20

内用薬 2590005F3149 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2590007F1269 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 33.30

内用薬 2590007F2257 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 52.70

内用薬 3112001M1259 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「テバ」

大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3112001M1267 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 6.50

内用薬 3112001M2310 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 9.90

内用薬 3112001M3308 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１．０μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 19.30

内用薬 3112001M4207 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３．０μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 63.70

内用薬 3131002C1083 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル細粒１０％「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 3131002F1314 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 3133001F3163 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3136004F1085 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3136004F2235 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60
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内用薬 3150002M1092 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル トコフェロール酢酸エステルカプセル１０
０ｍｇ「セイコー」

生晃栄養薬品 後発品 5.60

内用薬 3214001F1063 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム
水和物

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3321002F2412 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3399002F1311 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ダイト」 ダイト 後発品 20.30

内用薬 3399002F1320 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F1338 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 24.00

内用薬 3399002F2334 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 37.70

内用薬 3399002F2342 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.70

内用薬 3399002F2350 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 37.70

内用薬 3399002F2369 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.60

内用薬 3399002F3039 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F3047 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 68.10

内用薬 3399002F4035 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.60

内用薬 3399002F4043 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 118.10

内用薬 3399005F1218 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 24.80

内用薬 3399005F1226 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 24.80

内用薬 3399005F1234 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.90

内用薬 3399005F1242 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 27.60

内用薬 3399005F2060 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 38.40

内用薬 3399005F2079 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 62.90

内用薬 3399007H1110 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 3929003C1075 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 日医工 後発品 73.20

内用薬 3929003M2034 球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセル 球形吸着炭カプセル２８６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.30

内用薬 3943001F1578 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3943001F1586 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.00

内用薬 3943001F1594 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 3943001F1608 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.20

内用薬 3943001F2230 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 3.10

内用薬 3943001F2248 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.00

内用薬 3943001F2256 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 3943001F2264 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 3.50

内用薬 3949002F1126 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 3949002F2181 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 6.80

内用薬 3961003F1168 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F2229 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961007F1204 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F1212 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961007F2090 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F2103 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961008F3309 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 8.70

内用薬 3961008F4089 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 10.30
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内用薬 3961008F5085 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 24.40

内用薬 3961008F6057 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F6065 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 8.70

内用薬 3961008F6073 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 8.70

内用薬 3969004F1284 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 16.80

内用薬 3969004F1292 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.80

内用薬 3969004F1306 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 20.90

内用薬 3969004F1314 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 20.90

内用薬 3969004F2280 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 23.40

内用薬 3969004F2299 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 23.40

内用薬 3969004F2302 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 28.80

内用薬 3969004F2310 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 28.80

内用薬 3969006F1062 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.70

内用薬 3969006F2069 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 31.60

内用薬 3999004M3102 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 67.90

内用薬 3999004M4109 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 151.70

内用薬 3999004M5105 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 244.40

内用薬 3999014M1030 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 575.30

内用薬 3999014M2037 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 325.70

内用薬 3999014M3033 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 2,156.10

内用薬 3999018F1145 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.00

内用薬 3999018F2141 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 380.40

内用薬 3999019F1239 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 63.90

内用薬 3999019F1247 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 63.90

内用薬 3999019F1255 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 63.90

内用薬 3999019F1263 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ塩錠２．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 63.90

内用薬 3999019F2057 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 401.60

内用薬 3999019F2065 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2073 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 401.60

内用薬 3999019F2081 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2090 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 401.60

内用薬 3999019F2103 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 401.60

内用薬 3999019F2111 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 446.20

内用薬 3999019F2120 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 401.60

内用薬 3999019F2138 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 401.60

内用薬 3999019F2146 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 446.20

内用薬 3999019F2154 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 446.20

内用薬 3999019F2162 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 446.20

内用薬 3999019F2170 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 446.20

内用薬 3999019F2189 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 446.20

内用薬 3999019F2197 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 401.60
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内用薬 3999019F2200 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 446.20

内用薬 3999019F2219 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ユートク」 大興製薬 後発品 446.20

内用薬 3999019F2227 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ塩錠１７．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 401.60

内用薬 3999019F2235 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 401.60

内用薬 3999019F2243 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 446.20

内用薬 4229101M1041 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合カプセルＴ２０ 沢井製薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M1050 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２０ 日本化薬 後発品 430.00

内用薬 4229101M2048 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合カプセルＴ２５ 沢井製薬 後発品 517.30

内用薬 4229101M2056 テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２５ 日本化薬 後発品 517.30

内用薬 4291010F1210 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 309.80

内用薬 4420002F1133 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.80

内用薬 4420002F2091 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 ブシラミン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.30

内用薬 4490014F1238 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 24.00

内用薬 4490014F1246 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 41.40

内用薬 4490014F1254 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 59.00

内用薬 4490014F2277 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.70

内用薬 4490014F2285 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.20

内用薬 4490014F2293 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 83.30

内用薬 4490014R1072 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 41.00

内用薬 4490014R1080 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 66.00

内用薬 4490023F1059 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 45.40

内用薬 4490023F1067 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1075 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

興和 後発品 45.40

内用薬 4490023F1083 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1091 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡ
ＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1105 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 45.40

内用薬 4490023F1113 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F1121 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.40

内用薬 4490023F1130 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1148 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1156 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1164 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1172 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「三
和」

日本薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1180 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ダイ
ト」

ダイト 後発品 45.40

内用薬 4490023F1199 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 45.40

内用薬 4490023F1202 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F1210 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 45.40

内用薬 4490023F1229 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 45.40

内用薬 4490023F1237 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F1245 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロパッチ 後発品 45.40

内用薬 4490023F2055 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 35.40

28



内用薬 4490023F2063 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2071 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

興和 後発品 35.40

内用薬 4490023F2080 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2098 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡ
ＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2101 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 35.40

内用薬 4490023F2110 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F2128 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 35.40

内用薬 4490023F2136 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2144 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2152 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2160 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2179 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「三
和」

日本薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2187 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ダイ
ト」

ダイト 後発品 35.40

内用薬 4490023F2195 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 35.40

内用薬 4490023F2209 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F2217 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 35.40

内用薬 4490023F2225 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 35.40

内用薬 4490023F2233 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F2241 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロパッチ 後発品 35.40

内用薬 4490023F3035 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＦＦＰ」

富士フイルムファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3043 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 45.40

内用薬 4490023F3051 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 45.40

内用薬 4490023F3060 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 45.40

内用薬 4490023F4023 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 35.40

内用薬 4490023F4031 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 35.40

内用薬 4490023F4040 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 35.40

内用薬 4490025F3093 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 28.40

内用薬 4490025F3107 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F3115 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 28.40

内用薬 4490025F3123 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 28.40

内用薬 4490025F3131 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 28.40

内用薬 4490025F4090 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 36.10

内用薬 4490025F4103 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F4111 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 4490025F4120 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 4490025F4138 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 36.10

内用薬 4490027R1061 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 144.50

内用薬 4490027R1070 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンドライシロップ１％「日医工」 日医工 後発品 144.50

内用薬 6131001M1134 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6131001M2343 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6132005M1210 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 21.20
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内用薬 6149002F1142 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＲＭ」 ローマン工業 後発品 40.70

内用薬 6149003F1210 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 39.70

内用薬 6149003F2232 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 62.50

内用薬 6149003R1216 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 70.40

内用薬 6241006F1148 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.30

内用薬 6241008F1112 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.00

内用薬 6241008F2143 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 35.30

内用薬 6290005F1261 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 117.30

内用薬 6290005F1270 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 123.90

内用薬 6290005F1288 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 77.90

内用薬 7990100A1130 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 オーペグ配合内用剤 日医工 後発品 577.70

注射薬 1190401A1244 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 3,769

注射薬 1242401G1032 ブチルスコポラミン臭化物 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇシリ
ンジ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 159

注射薬 2119404A1190 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 エール薬品 後発品 416

注射薬 2119404A1204 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 301

注射薬 2171403A8034 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／５０ｍ
Ｌ「ＨＫ」

光製薬 後発品 1,647

注射薬 2190402D3072 アルプロスタジル　アルファデク
ス

２０μｇ１瓶 アルプロスタジルアルファデクス注射用２
０μｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 507

注射薬 2190413F1052 エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 9,430

注射薬 2190413F2059 エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 9,210

注射薬 2190413F3055 エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 18,898

注射薬 2190413F4051 エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣ
Ｔ」

アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

後発品 19,118

注射薬 2223400A1042 デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物

０．５％１ｍＬ１管 デキストロメトルファン臭化水素酸塩注
射液５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 54

注射薬 2325401D1116 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 140

注射薬 2325401D1124 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 140

注射薬 2325401D1132 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注用２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 140

注射薬 2325401D2104 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注射用１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 92

注射薬 2325401D2112 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注射用１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 102

注射薬 2325401D2120 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン注用１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 102

注射薬 2590402A1270 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「オー
ハラ」

エール薬品 後発品 242

注射薬 3123400D5060 コカルボキシラーゼ ２５ｍｇ１管（溶解液付） コカルボキシラーゼ注射用２５ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 56

注射薬 3123400D8158 コカルボキシラーゼ ５０ｍｇ１管（溶解液付） コカルボキシラーゼ注射用５０ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 56

注射薬 3136403G1038 メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒 メコバラミン注５００μｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 164

注射薬 3229401A1150 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１管 Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注液
１０ｍＥｑ「トーワ」

東和薬品 後発品 56

注射薬 3231400P1033 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注５％シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 176

注射薬 3231400P3036 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 178

注射薬 3327401A4266 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 61

注射薬 3327401G1030 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１筒 トラネキサム酸注１ｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 166

注射薬 3999407D1220 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 252

注射薬 3999407D2226 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 691

注射薬 3999407D3117 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍ
ｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 後発品 865

注射薬 3999407D3125 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍ
ｇ「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 1,749
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注射薬 3999408G1395 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 589

注射薬 3999411G5074 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「テ
ルモ」

テルモ 後発品 1,384

注射薬 4235404A1083 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍ
Ｌ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 3,131

注射薬 4235404A2080 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５
ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャパン 後発品 10,762

注射薬 4240404A1130 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 3,124

注射薬 4240404A1148 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 3,124

注射薬 4240404A1156 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 3,124

注射薬 4240404A2136 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 7,334

注射薬 4240404A2144 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7,334

注射薬 4240404A2152 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 7,334

注射薬 4240405A1045 ドセタキセル ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解
液付）

ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「あすか」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 12,552

注射薬 4240405A2041 ドセタキセル ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液
付）

ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「あすか」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 43,164

注射薬 4240406A1082 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5,587

注射薬 4240406A2089 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 15,474

注射薬 6119401D1159 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 3,115

注射薬 6119401D2058 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 4,680

注射薬 6123402A1206 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 104

注射薬 6132400F1130 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 231

注射薬 6132400F2170 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 280

注射薬 6132400F3192 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 356

注射薬 6132400G3058 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッ
グ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 699

注射薬 6132401D2122 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用０．５ｇ「日
医工」

日医工 後発品 122

注射薬 6132401D3196 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 122

注射薬 6132401D4192 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 259

注射薬 6135400F1124 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 199

注射薬 6135400F2228 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 361

注射薬 6135400F3232 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 567

注射薬 6250400D1060 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 ビダラビン点滴静注用３００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,239

注射薬 6250401F1236 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「アイロ
ム」

アイロム製薬 後発品 872

注射薬 6250401G4036 アシクロビル ２５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇバッグ
１００ｍＬ「アイロム」

アイロム製薬 後発品 1,123

注射薬 6290401A1145 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,011

注射薬 6290401A2230 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,400

注射薬 6290401A3229 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 1,893

注射薬 6290401A4071 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 1,390

注射薬 6290401A5078 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412A2092 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 3,143

注射薬 7219412A3102 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 4,548

注射薬 7219412A5091 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 3,477

注射薬 7219412A6101 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,817

注射薬 7219412G7062 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 5,973

注射薬 7219412G9081 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 4,562
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注射薬 7219412H1094 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール３７０注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,761

注射薬 7219412P1072 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１筒 イオパミドール３７０注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 3,938

注射薬 7219415G3125 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール３００注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,564

注射薬 7223401A2089 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 1,020

注射薬 7223401A3107 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 2,559

外用薬 1313700Q2097 オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．４％
「ニットー」

日東メディック 後発品 8.90

外用薬 1319720Q7200 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 プロビスク０．６眼粘弾剤１％ 日本アルコン 後発品 3,696.50

外用薬 1319720Y2080 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ティアバランス点眼液０．３％ 千寿製薬 後発品 467.60

外用薬 1319720Y2098 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアロンサン点眼液０．３％ 東亜薬品 後発品 430.00

外用薬 1319722Q1198 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「テバ」 大正薬品工業 後発品 43.00

外用薬 1319742Q1268 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 76.10

外用薬 1319742Q2035 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2043 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 76.90

外用薬 1319742Q2051 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2060 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2078 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「アメル」 共和薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2086 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2094 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「科研」 ダイト 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2108 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2116 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「タカタ」 高田製薬 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2124 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「テバ」 大正薬品工業 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2132 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「日新」 日新製薬（山形） 後発品 85.50

外用薬 1319742Q2140 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 76.90

外用薬 1319746Q1118 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＫＯＧ」 興和 後発品 96.30

外用薬 1329707Q1254 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」２８噴
霧用

キョーリンリメディオ 後発品 512.10

外用薬 1329707Q2099 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「杏
林」５６噴霧用

キョーリンリメディオ 後発品 549.30

外用薬 1329707Q3206 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴
霧用

キョーリンリメディオ 後発品 968.10

外用薬 2171700S1168 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 45.10

外用薬 2259707S1187 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 33.60

外用薬 2259707S2183 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 45.50

外用薬 2259707S3180 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 後発品 59.20

外用薬 2260701F1360 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨード含嗽用液７％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 2.40

外用薬 2615705Q1234 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールＩＰＡ液「東豊」 東豊薬品 後発品 6.30

外用薬 2619702Q3232 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液
５％「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 10.30

外用薬 2646703M1183 ベタメタゾンジプロピオン酸エス
テル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏
０．０６４％「テイコク」

帝國製薬 後発品 9.40

外用薬 2646703N1154 ベタメタゾンジプロピオン酸エス
テル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステルク
リーム０．０６４％「テイコク」

帝國製薬 後発品 9.40

外用薬 2646708M1283 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「テイコク」 帝國製薬 後発品 9.10

外用薬 2646708N1319 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニドクリーム０．０５％「テイコ
ク」

帝國製薬 後発品 9.10

外用薬 2646722M1178 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％
「テイコク」

帝國製薬 後発品 12.40

外用薬 2646725M1210 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＫＮ」 小林化工 後発品 12.30

外用薬 2649729S2223 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 14.30
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外用薬 2649729S3157 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 後発品 19.80

外用薬 2649731Q1081 フェルビナク ３％１ｍＬ フェルビナクローション３％「ラクール」 東光薬品工業 後発品 4.00

外用薬 2649731S1267 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 後発品 15.10

外用薬 2649731S3057 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 後発品 24.70

外用薬 2649735Q1039 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 4.50

外用薬 2649735Q1047 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 4.50

外用薬 2649735Q1055 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ラクール」 三友薬品 後発品 4.50

外用薬 2649735S1036 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 30.60

外用薬 2649735S1044 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

救急薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S1052 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1060 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S1079 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1087 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 30.60

外用薬 2649735S1095 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S1109 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S1117 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S1125 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 30.60

外用薬 2649735S1133 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 30.60

外用薬 2649735S1141 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍ
ｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S2032 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2040 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2059 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2067 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 19.80

外用薬 2649735S2075 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＫＯＧ」 救急薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2083 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2091 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 19.80

外用薬 2649735S2105 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2113 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 19.80

外用薬 2649735S2121 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2130 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 帝國製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2148 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2156 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 19.80

外用薬 2649735S2164 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2172 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 19.80

外用薬 2649735S2180 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「日本
臓器」

日本臓器製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2199 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三笠」 三笠製薬 後発品 19.80

外用薬 2649735S2202 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユート
ク」

祐徳薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2210 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ラクー
ル」

東光薬品工業 後発品 19.80

外用薬 2649735S2229 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 19.80

外用薬 2649735S2237 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「タイホウ」

岡山大鵬薬品 後発品 19.80

外用薬 2649735S2245 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 19.80
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外用薬 2649735S2253 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 19.80

外用薬 2649735S3039 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3047 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3055 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファーマ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3063 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 30.60

外用薬 2649735S3071 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

救急薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3080 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3098 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 30.60

外用薬 2649735S3101 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3110 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S3128 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3136 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科
研」

帝國製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3144 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3152 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 30.60

外用薬 2649735S3160 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3179 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S3187 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「日本
臓器」

日本臓器製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3195 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 30.60

外用薬 2649735S3209 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユー
トク」

祐徳薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3217 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ラ
クール」

東光薬品工業 後発品 30.60

外用薬 2649735S3225 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 30.60

外用薬 2649735S3233 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「タイホウ」

岡山大鵬薬品 後発品 30.60

外用薬 2649735S3241 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 30.60

外用薬 2649735S3250 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍ
ｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 30.60

外用薬 2649735S4027 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ２００ｍｇ「三
笠」

三笠製薬 後発品 47.30

外用薬 2659710N1195 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医
工」

日医工 後発品 20.10

外用薬 6250700M1219 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 132.20

外用薬 6250700M1227 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「イワキ」 岩城製薬 後発品 132.20

外用薬 6250701M1060 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル軟膏５％「テバ」 大正薬品工業 後発品 145.90

外用薬 8219700S5042 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6049 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7045 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8041 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「明
治」

祐徳薬品工業 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9048 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「明
治」

祐徳薬品工業 後発品 8,044.90

平成２５年５月３１日
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注射薬 3399408G1023 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 6,882.00

注射薬 3399408G1031 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399408G2020 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 10,871.00
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注射薬 3399408G2038 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399408G3026 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 17,179.00

注射薬 3399408G3034 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続１］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「モチダ」

持田製薬 後発品 17,179.00

注射薬 3399409G1028 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399409G1036 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 6,882.00

注射薬 3399409G2024 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399409G2032 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

１５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 10,871.00

注射薬 3399409G3020 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 17,179.00

注射薬 3399409G3039 フィルグラスチム（遺伝子組換
え）［フィルグラスチム後続２］

３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「テバ」

テバ製薬 後発品 17,179.00

平成２５年５月１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品

薬価

内用薬 3969003F1115 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 15.80

内用薬 3969003F2111 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.70

内用薬 3969003F3053 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 15.80

内用薬 3969003F4050 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.70

平成２５年４月１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品
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内用薬 1179038C1175 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「ファイザー」 ファイザー 後発品 132.80

内用薬 1179038F1198 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 11.60

内用薬 1179038F2194 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン錠２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 23.30

内用薬 1179038F3182 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン錠３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 35.00

内用薬 1179038F4090 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 6.70

内用薬 1179039F1206 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 20.60

内用薬 1179039F2202 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 38.00

内用薬 1179039F3209 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 52.60

内用薬 2144002F1288 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 17.70

内用薬 2144002F2330 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 18.40

内用薬 2144002F3256 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 19.10

平成２５年３月２１日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名
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対象となる後発

医薬品

薬価

外用薬 1319720Q3183 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％
「トーワ」

東和薬品 後発品 200.20

外用薬 1319720Y2071 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％
「トーワ」

東和薬品 後発品 286.20

平成２４年１２月１４日

区分 医薬品コード 成分名 規格 品　　　　　名 メーカー名

診療報酬におい
て加算等の算定
対象となる後発

医薬品
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内用薬 1124009F1304 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 8.50

内用薬 1124009F1312 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 11.10

内用薬 1124009F2076 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 11.10

内用薬 1124026F1294 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 1124026F1308 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 1149019C1157 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「サワイ」 メディサ新薬 後発品 14.20

内用薬 1149019C1165 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

１０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム細粒１０％「日
医工」

日医工 後発品 16.00

内用薬 1149019F1587 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.10

内用薬 1149019F1595 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 1149019S1038 ロキソプロフェンナトリウム水和
物

０．６％１ｍＬ ロキソプロフェンナトリウム内服液６０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 2.60

内用薬 1161001F1131 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 1161001F2154 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.60

内用薬 1172014C1071 レボメプロマジンマレイン酸塩 １０％１ｇ レボメプロマジン細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 8.70

内用薬 1172014F2155 レボメプロマジンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1172014F3089 レボメプロマジンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1179012F1150 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 1179012F2084 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.30

内用薬 1179016F1191 スルピリド １００ｍｇ１錠 スルピリド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 1179016F2163 スルピリド ２００ｍｇ１錠 スルピリド錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.90

内用薬 1179025F1247 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179025F1255 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 5.80

内用薬 1179025F1263 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80

内用薬 1179025F2200 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1179025F2219 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179025F2227 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 1179028C1090 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール細粒１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.00

内用薬 1179028F1089 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1179028F2131 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.60

内用薬 1179028F3065 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠６ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 21.80

内用薬 1179038F4081 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 6.70

内用薬 1179038F7048 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.10

内用薬 1179038F7056 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.20

内用薬 1179039F1192 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 24.20

内用薬 1179039F2199 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 41.70

内用薬 1179039F3195 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 55.70

内用薬 1179041F3249 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.20

内用薬 1179041F3257 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 36.20

内用薬 1179042C1031 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「ＥＥ」 高田製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1040 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 510.90

内用薬 1179042C1058 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1066 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「三和」 シオノケミカル 後発品 510.90

内用薬 1179042C1074 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「テバ」 テバ製薬 後発品 510.90

内用薬 1179042C1082 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ クエチアピン細粒５０％「トーワ」 東和薬品 後発品 510.90

内用薬 1179042F1038 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1046 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 25.70

内用薬 1179042F1054 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1062 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 25.70
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内用薬 1179042F1070 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 25.70

内用薬 1179042F1089 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 25.70

内用薬 1179042F1097 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 25.70

内用薬 1179042F1100 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 25.70

内用薬 1179042F1119 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1127 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 25.70

内用薬 1179042F1135 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 25.70

内用薬 1179042F1143 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 25.70

内用薬 1179042F1151 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.70

内用薬 1179042F1160 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.70

内用薬 1179042F1178 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 25.70

内用薬 1179042F1186 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 25.70

内用薬 1179042F1194 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 25.70

内用薬 1179042F2034 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2042 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2050 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2069 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2077 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 89.80

内用薬 1179042F2085 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 89.80

内用薬 1179042F2093 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 89.80

内用薬 1179042F2107 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 89.80

内用薬 1179042F2115 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2123 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 89.80

内用薬 1179042F2131 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 89.80

内用薬 1179042F2140 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 89.80

内用薬 1179042F2158 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 89.80

内用薬 1179042F2166 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 89.80

内用薬 1179042F2174 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 89.80

内用薬 1179042F2182 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 89.80

内用薬 1179042F2190 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 89.80

内用薬 1179042F3030 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3049 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3057 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3065 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3073 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 167.90

内用薬 1179042F3081 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 167.90

内用薬 1179042F3090 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 167.90

内用薬 1179042F3103 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 167.90

内用薬 1179042F3111 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3120 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 167.90

内用薬 1179042F3138 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 167.90

内用薬 1179042F3146 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 167.90

内用薬 1179042F3154 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 167.90

内用薬 1179042F3162 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 167.90

内用薬 1179042F3170 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 167.90

内用薬 1179042F3189 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 167.90

内用薬 1179042F3197 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピン錠２００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 167.90
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内用薬 1179042F4029 クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 13.70

内用薬 1179042F5025 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 48.00

内用薬 1179042F5033 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 クエチアピン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.00

内用薬 1190012F1301 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F2308 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012F3304 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F3312 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 167.00

内用薬 1190012F4300 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012F4319 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 249.20

内用薬 1339005F1423 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00

内用薬 2119003M2234 ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 8.70

内用薬 2123008F1269 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 6.30

内用薬 2123011F2534 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 26.80

内用薬 2123014F1108 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 7.80

内用薬 2123014F2210 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11.10

内用薬 2129002M2228 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 10.40

内用薬 2129003F1049 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 2129003F2045 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 7.90

内用薬 2129004M1050 アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 21.70

内用薬 2129004M2065 アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 34.20

内用薬 2129006F1050 プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 23.50

内用薬 2129006F2057 プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 19.20

内用薬 2129008M1121 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 28.80

内用薬 2129008M2136 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 47.80

内用薬 2133001F1590 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2139001S5023 イソソルビド ７０％４０ｍＬ１包 イソソルビド内用液７０％分包４０ｍＬ「Ｃ
ＥＯ」

あすか製薬 後発品 230.10

内用薬 2144002F1261 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2144002F1270 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 10.50

内用薬 2144002F3230 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 35.00

内用薬 2144003F1096 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7.10

内用薬 2144003F2220 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 アラセプリル錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.00

内用薬 2144003F3080 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 アラセプリル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.00

内用薬 2149019B1083 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ニカルジピン塩酸塩散１０％「日医工」 日医工 後発品 25.50

内用薬 2149019F1123 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019F2251 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019N1195 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル２０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019N2205 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル４０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 7.00

内用薬 2149032F1110 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 26.00

内用薬 2149032F2117 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 43.90

内用薬 2149039F1350 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F2356 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F3344 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ザイダ
ス」

ザイダスファーマ 後発品 129.00

内用薬 2160002F1095 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.40

内用薬 2160003F1030 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003F1049 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 502.00

内用薬 2160003F1057 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 502.00

内用薬 2160003F1065 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 502.00
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内用薬 2160003F1073 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 502.00

内用薬 2160003F1081 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 502.00

内用薬 2160003F1090 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 502.00

内用薬 2160003F1103 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 502.00

内用薬 2160003F1111 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003F1120 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 502.00

内用薬 2160003F1138 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 502.00

内用薬 2160003F1146 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 502.00

内用薬 2160003S1020 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１包 スマトリプタン内用液５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 1,602.60

内用薬 2171006F1348 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171006F2140 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.30

内用薬 2171006N1156 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１００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 14.60

内用薬 2171006N2071 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル２００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 29.70

内用薬 2171010F2618 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 5.40

内用薬 2171011G1182 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171012F1211 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 2171012F2382 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 12.90

内用薬 2171014G1259 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171014G1267 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171014G3090 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 10.90

内用薬 2171014G3103 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.80

内用薬 2171014G4096 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 19.60

内用薬 2171014G4100 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.10

内用薬 2171014G5092 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 37.10

内用薬 2171014G5106 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 31.90

内用薬 2171017F2164 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171022F1436 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 20.00

内用薬 2171022F2432 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 37.60

内用薬 2171022F5083 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5091 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 34.70

内用薬 2171022F5105 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.00

内用薬 2171022F5113 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬 後発品 63.00

内用薬 2171022F5121 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 23.30

内用薬 2171022F5130 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 42.00

内用薬 2171022F5148 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F5156 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 46.40

内用薬 2171022F5164 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 46.40

内用薬 2171022F5172 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 56.40

内用薬 2171022F5180 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5199 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 46.40

内用薬 2171022F5202 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5210 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.20

内用薬 2171022F5229 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 52.20

内用薬 2171022F6055 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザイ 後発品 52.20

内用薬 2171022F6063 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.00

内用薬 2171022F6071 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.00

内用薬 2171022F6080 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.70
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内用薬 2171022F6098 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 46.40

内用薬 2171022F6101 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 52.20

内用薬 2171022F6110 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 46.40

内用薬 2171022F6128 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F6136 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 46.40

内用薬 2171022F6144 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 46.40

内用薬 2171022F6152 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.20

内用薬 2183005G1285 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2183005G2133 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 2183005G2141 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ミデナールＬ錠１００ シオノケミカル 後発品 7.70

内用薬 2189008F1430 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.40

内用薬 2189010F1349 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 29.20

内用薬 2189010F1357 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 29.20

内用薬 2189010F1365 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「日医
工」

日医工 後発品 22.60

内用薬 2189010F2361 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 55.10

内用薬 2189010F2370 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 60.20

内用薬 2189010F2388 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「日医
工」

日医工 後発品 43.00

内用薬 2189011F1211 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 30.90

内用薬 2189011F1220 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 69.20

内用薬 2189011F1238 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 51.70

内用薬 2189011F2196 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 143.30

内用薬 2189011F2200 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 103.90

内用薬 2189011F3184 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 256.40

内用薬 2189015F1147 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.10

内用薬 2189015F1155 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 36.10

内用薬 2189015F1163 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.10

内用薬 2189015F1171 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1180 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 2189015F2143 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 68.90

内用薬 2189015F2151 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 68.90

内用薬 2189015F2160 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 68.90

内用薬 2189015F2178 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2186 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 68.90

内用薬 2190005F1284 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.40

内用薬 2190005F2183 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190016D1028 ポリスチレンスルホン酸カルシ
ウム

８９．２９％１ｇ アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ 三和化学研究所 後発品 15.30

内用薬 2190021C1058 ニセルゴリン １％１ｇ ニセルゴリン細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 20.20

内用薬 2190021F1437 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2239001Q1174 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％「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.10

内用薬 2251001F1070 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001F2166 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001F3154 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001R1123 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２
０％「サワイ」

沢井製薬 後発品 57.10

内用薬 2325001F1530 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2325002F1232 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70

内用薬 2325002F2158 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.40

内用薬 2325003F1270 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 13.80
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内用薬 2325003F2292 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 27.10

内用薬 2325003F3205 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 13.80

内用薬 2325003F4228 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 27.10

内用薬 2325006F1044 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 17.10

内用薬 2325006F1052 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 17.10

内用薬 2325006F1060 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 17.10

内用薬 2325006F1079 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 17.10

内用薬 2325006F1087 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.10

内用薬 2325006F1095 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 17.10

内用薬 2325006F1109 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.10

内用薬 2325006F1117 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.10

内用薬 2325006F1125 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 17.10

内用薬 2325006F2040 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 28.90

内用薬 2325006F2059 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 28.90

内用薬 2325006F2067 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 28.90

内用薬 2325006F2075 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.90

内用薬 2325006F2083 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.90

内用薬 2325006F2091 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.90

内用薬 2325006F2105 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 28.90

内用薬 2325006F2113 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.90

内用薬 2325006F2121 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 28.90

内用薬 2329002D4302 アルジオキサ ５０％１ｇ アルジオキサ顆粒５０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.20

内用薬 2329006C1101 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファルナート細粒１０％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 6.20

内用薬 2329009F1217 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30

内用薬 2329012C1310 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 11.80

内用薬 2329012M1331 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.60

内用薬 2329022H1183 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 79.80

内用薬 2329022H2155 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 40.00

内用薬 2329023F1110 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 40.00

内用薬 2329023F2116 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 70.80

内用薬 2329023M1151 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「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 40.00

内用薬 2329023M1160 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「日医
工」

日医工 後発品 40.00

内用薬 2329023M2158 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「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 70.80

内用薬 2329023M2166 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「日医
工」

日医工 後発品 70.80

内用薬 2329028F1279 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 86.40

内用薬 2329028F2275 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 159.80

内用薬 2344009F3038 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 マグミット錠２００ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60

内用薬 2362001F1100 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60

内用薬 2362001F2190 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 5.80

内用薬 2399010B1042 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ モサプリドクエン酸塩散１％「テバ」 大正薬品工業 後発品 27.10

内用薬 2399010B1050 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 日医工 後発品 27.10

内用薬 2399010F1036 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1044 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1052 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1060 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1079 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 9.60

内用薬 2399010F1087 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 9.60
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内用薬 2399010F1095 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1109 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1117 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 9.60

内用薬 2399010F1125 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.60

内用薬 2399010F1133 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1141 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.60

内用薬 2399010F1150 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1168 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1176 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1184 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1192 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1206 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1214 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 9.60

内用薬 2399010F1222 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1230 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2399010F1249 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 9.60

内用薬 2399010F1257 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1265 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 9.60

内用薬 2399010F1273 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 9.60

内用薬 2399010F2032 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかＡｃｔａｖｉｓ製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2040 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2059 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2067 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2075 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11.50

内用薬 2399010F2083 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2091 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2105 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2113 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 11.50

内用薬 2399010F2121 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 11.50

内用薬 2399010F2130 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2148 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50

内用薬 2399010F2156 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2164 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2172 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2180 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2199 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 11.50

内用薬 2399010F2202 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2210 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 11.50

内用薬 2399010F2229 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2399010F2237 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.50

内用薬 2399010F2245 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 11.50

内用薬 2399010F2253 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 11.50

内用薬 2399010F2261 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 11.50

内用薬 2399010F2270 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 11.50

内用薬 2491001F5170 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2491001F6192 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」 日医工 後発品 6.70

内用薬 2491001M3079 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カリジノゲナーゼカプセル２５単位「日医
工」

日医工 後発品 5.60
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内用薬 2590004F1311 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.70

内用薬 2590005F3122 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2590005F3130 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ファンデヒーデ錠１ｍｇ 陽進堂 後発品 4.50

内用薬 2590007F1250 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 42.10

内用薬 2590007F2249 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 67.80

内用薬 2590008F1140 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 33.90

内用薬 2590008F1158 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 22.10

内用薬 2590008F2146 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 55.90

内用薬 2590008F2154 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 34.70

内用薬 2590008N1209 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 37.10

内用薬 2590008N2205 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 76.40

内用薬 3321002B1155 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

１０％１ｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１
０％「日医工」

日医工 後発品 11.50

内用薬 3321002F1114 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

１０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.00

内用薬 3321002F2404 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3399001C1078 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ チクロピジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 23.10

内用薬 3399001F1414 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 11.80

内用薬 3399002F1281 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 24.00

内用薬 3399002F1290 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 60.70

内用薬 3399002F1303 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 68.10

内用薬 3399002F2300 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 114.50

内用薬 3399002F2318 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 118.10

内用薬 3399003F1111 リマプロストアルファデクス ５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医
工」

日医工 後発品 34.50

内用薬 3399004M1344 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 17.80

内用薬 3399004M1352 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 16.70

内用薬 3399005F1200 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 27.60

内用薬 3399007H1102 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3943001F1551 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.60

内用薬 3943001F1560 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 3943001F2221 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 3949002F2173 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.20

内用薬 3961003F1150 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3961003F2210 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 3961008F3163 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 8.70

内用薬 3961008F3171 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3180 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 8.70

内用薬 3961008F3198 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 8.70

内用薬 3961008F3201 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.70

内用薬 3961008F3210 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3228 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 8.70

内用薬 3961008F3236 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3244 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3252 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3260 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3279 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.70

内用薬 3961008F3287 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日新」 日新製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3295 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 8.70

内用薬 3961008F6030 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エーザイ 後発品 8.70
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内用薬 3961008F6049 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.70

内用薬 3969006F1054 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠３０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 12.70

内用薬 3969006F2050 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠９０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 31.60

内用薬 3969007F1318 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 43.10

内用薬 3969007F2314 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3999013F1304 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 71.60

内用薬 3999013F1312 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.70

内用薬 3999018F1129 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 53.30

内用薬 3999018F1137 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 53.30

内用薬 3999018F2125 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 422.70

内用薬 3999018F2133 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 422.70

内用薬 3999019F1204 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 63.90

内用薬 3999019F1212 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.90

内用薬 3999019F1220 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 71.00

内用薬 3999019F2049 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 401.60

内用薬 4291010F1040 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1058 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 309.80

内用薬 4291010F1066 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1074 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 309.80

内用薬 4291010F1082 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 309.80

内用薬 4291010F1090 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1104 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1112 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 309.80

内用薬 4291010F1120 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ケミファ」 ダイト 後発品 309.80

内用薬 4291010F1139 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 309.80

内用薬 4291010F1147 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1155 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 309.80

内用薬 4291010F1163 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 309.80

内用薬 4291010F1171 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 309.80

内用薬 4291010F1180 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 309.80

内用薬 4291010F1198 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 309.80

内用薬 4291010F1201 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 309.80

内用薬 4419008F1474 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 クレマスチン錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00

内用薬 4490004F1099 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.30

内用薬 4490014F1220 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 45.10

内用薬 4490014F2269 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 56.20

内用薬 4490017F1053 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 34.20

内用薬 4490017F2050 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 後発品 59.30

内用薬 4490023F1032 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 52.90

内用薬 4490023F1040 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 52.90

内用薬 4490023F2039 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 41.30

内用薬 4490023F2047 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 41.30

内用薬 4490025F1031 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 28.40

内用薬 4490025F1040 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 28.40

内用薬 4490025F1058 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1066 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 28.40

内用薬 4490025F1074 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 28.40
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内用薬 4490025F1082 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 28.40

内用薬 4490025F1090 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 シオノケミカル 後発品 28.40

内用薬 4490025F1104 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 28.40

内用薬 4490025F1112 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.40

内用薬 4490025F1120 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1139 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1147 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1155 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1163 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1171 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ザイダ
ス」

ザイダスファーマ 後発品 28.40

内用薬 4490025F1180 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1198 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1201 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 28.40

内用薬 4490025F1210 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1228 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F1236 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 28.40

内用薬 4490025F1244 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.40

内用薬 4490025F1252 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 28.40

内用薬 4490025F1260 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F1279 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 28.40

内用薬 4490025F2038 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 36.10

内用薬 4490025F2046 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 36.10

内用薬 4490025F2054 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2062 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 36.10

内用薬 4490025F2070 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2089 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 36.10

内用薬 4490025F2097 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 シオノケミカル 後発品 36.10

内用薬 4490025F2100 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 36.10

内用薬 4490025F2119 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.10

内用薬 4490025F2127 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2135 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2143 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2151 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2160 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2178 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ザイダス」 ザイダスファーマ 後発品 36.10

内用薬 4490025F2186 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2194 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2208 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 36.10

内用薬 4490025F2216 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2224 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F2232 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.10

内用薬 4490025F2240 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 4490025F2259 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 36.10

内用薬 4490025F2267 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F2275 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 4490025F3034 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 28.40

内用薬 4490025F3042 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 28.40
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内用薬 4490025F3050 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 28.40

内用薬 4490025F3069 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F3077 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 28.40

内用薬 4490025F3085 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム２．５ｍｇ
「マルホ」

救急薬品工業 後発品 28.40

内用薬 4490025F4030 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 36.10

内用薬 4490025F4049 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F4057 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.10

内用薬 4490025F4065 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490025F4073 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファル
マ

後発品 36.10

内用薬 4490025F4081 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「マ
ルホ」

救急薬品工業 後発品 36.10

内用薬 4490027F2240 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 66.10

内用薬 6149003F1201 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「杏
林」

キョーリンリメディオ 後発品 25.30

内用薬 6149003F2224 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 42.50

内用薬 6290004F1070 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 152.00

内用薬 6290004F2069 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 281.80

注射薬 1119402A1090 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール１％静注２０ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 837

注射薬 1119402A2126 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注５０ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 1,101

注射薬 1119402A3050 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注１００ｍＬ「日医
工」

日医工 後発品 1,355

注射薬 1119402A3068 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注１００ｍＬ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 1,355

注射薬 1119402A3076 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 フレゼニウス　カビ
アーゲー

後発品 1,290

注射薬 1190401A1236 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 3,769

注射薬 1190401G1220 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,201

注射薬 2139401A2196 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 57

注射薬 2149400A1132 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 92

注射薬 2149400A2155 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 229

注射薬 2149400A3070 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 434

注射薬 2190406G1058 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,543

注射薬 2190406G1066 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「日医
工」

日医工 後発品 1,543

注射薬 2190406G2070 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,942

注射薬 2190406G2089 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「日医
工」

日医工 後発品 1,942

注射薬 2190408A1097 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,597

注射薬 2391400G1172 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＡＦＰ」

大興製薬 後発品 1,961

注射薬 2391400G1180 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 3,193

注射薬 2391400G1199 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 2,661

注射薬 2391400G1202 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,961

注射薬 2391400G4066 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＡＦＰ」

大興製薬 後発品 1,961

注射薬 2391400G4074 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 3,193

注射薬 2391400G4082 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 2,661

注射薬 2391400G4090 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,961

注射薬 2391400G5020 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 1,673

注射薬 2391400G5038 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「テバ」

テバ製薬 後発品 1,262

注射薬 2391400G5046 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５
０ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,262

注射薬 2413400D2082 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１瓶（溶解液付） ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 フェリング・ファーマ 後発品 1,394

注射薬 2590402A1253 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 376

注射薬 3229401A1142 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１管 Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注液
１０ｍＥｑ「日新」

日新製薬 後発品 56

注射薬 3321401A1107 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％２ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注
射液１０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 50

注射薬 3321401A2170 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液２５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56
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注射薬 3321401A3185 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液５０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3321401A4246 カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3991400A4133 コンドロイチン硫酸エステルナト
リウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液２０
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 58

注射薬 3999411A1068 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 514

注射薬 3999411A2056 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液８０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,584

注射薬 3999411A9042 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルＮａ静注液４０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 822

注射薬 3999411D1200 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オザグレルＮａ静注用２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 481

注射薬 4224403A1026 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍ
Ｌ「サンド」

サンド 後発品 2,596

注射薬 4224403A2022 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「サ
ンド」

サンド 後発品 12,618

注射薬 4240403A2093 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 3,863

注射薬 4240405A5024 ドセタキセル ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ
「サンド」

サンド 後発品 12,552

注射薬 4240405A6020 ドセタキセル ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ
「サンド」

サンド 後発品 43,164

注射薬 6112400A3109 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩注射液６００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 78

注射薬 6113400A1162 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 1,576

注射薬 6119401D2031 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 4,680

注射薬 6119401D2040 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5,098

注射薬 6123402A1192 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 104

注射薬 6123402A3195 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 262

注射薬 6132400F1122 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「日
医工」

日医工 後発品 211

注射薬 6132400F2161 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ「日医
工」

日医工 後発品 280

注射薬 6132400F3184 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「日医工」 日医工 後発品 356

注射薬 6132419F1127 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 206

注射薬 6132419F2140 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日
医工」

日医工 後発品 336

注射薬 7219412P2028 イオパミドール ６１．２４％１５０ｍＬ１筒 オイパロミン３００注シリンジ１５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 7,318

外用薬 1319739Q1290 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 437.60

外用薬 1319742Q1241 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1250 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 76.10

外用薬 2171700S1150 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 52.30

外用薬 2260700B1151 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 5.90

外用薬 2615705Q1226 エタノール １０ｍＬ オー消エタ消毒液 日医工 後発品 6.30

外用薬 2619805X1066 エタノール １０ｍＬ 消毒用マルオアルコール 日医工 後発品 4.30

外用薬 2646708M1275 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.80

外用薬 2646709M1156 フルオシノロンアセトニド ０．０２５％１ｇ フルオシノロンアセトニド軟膏０．０２５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.80

外用薬 2646723M1180 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．０５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.60

外用薬 2646723N1160 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステルクリーム０．０
５％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.60

外用薬 2649719M1216 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンゲル１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649719N1149 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンクリーム１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649719Q2109 インドメタシン １％１ｍＬ インドメタシン外用液１％「日医工」 日医工 後発品 2.90

外用薬 2649731S1259 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロパッチ 後発品 15.10

外用薬 2655702N1094 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.70

外用薬 2691702M1044 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏
２５μｇ／ｇ「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 87.70

外用薬 2691702M1052 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 87.70

外用薬 2691702M1060 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 87.70

外用薬 3339950R1037 ヘパリン類似物質 １ｇ クラドイド外用スプレー０．３％ 陽進堂 後発品 20.20

外用薬 3339950R1045 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＰＰ」

イセイ 後発品 20.20

外用薬 3339950R1053 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 20.20

外用薬 3339950R1061 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「サトウ」

佐藤製薬 後発品 20.20
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外用薬 3339950R1070 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「日新」

日新製薬 後発品 20.20

外用薬 3339950R1088 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「ファイザー」

ファイザー 後発品 20.20

平成２４年１０月１日
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内用薬 2171014G3081 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 9.80

内用薬 2171014G4088 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 17.10

内用薬 2171014G5084 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 31.90

内用薬 2171021F1245 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠２「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 13.50

内用薬 2171021F2268 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠４「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 22.60

内用薬 2171021F3230 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠８「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.30

内用薬 3150002F1263 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.60

平成２４年９月１４日
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内用薬 6149003R1208 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 70.40

平成２４年７月３０日
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注射薬 1190401A1228 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,091

平成２４年６月２２日
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内用薬 1129009F1033 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1041 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサ ファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1050 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1068 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1076 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1084 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1092 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1106 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1114 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 26.90

内用薬 1129009F1122 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 26.90

内用薬 1129009F1130 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 東洋カプセル 後発品 26.90

内用薬 1129009F1149 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1157 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 26.90

内用薬 1129009F1165 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 26.90

内用薬 1129009F1173 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 26.90

内用薬 1129009F1181 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1190 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1203 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1211 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1220 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 26.90
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内用薬 1129009F1238 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 26.90

内用薬 1129009F1246 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1254 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 26.90

内用薬 1129009F1262 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1270 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F1289 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 26.90

内用薬 1129009F1297 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 26.90

内用薬 1129009F1300 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 26.90

内用薬 1129009F1319 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 26.90

内用薬 1129009F1327 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F1335 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 26.90

内用薬 1129009F2030 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2048 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサ ファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2056 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2064 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2072 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2080 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2099 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2102 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2110 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 42.80

内用薬 1129009F2129 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 42.80

内用薬 1129009F2137 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 東洋カプセル 後発品 42.80

内用薬 1129009F2145 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2153 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 42.80

内用薬 1129009F2161 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 42.80

内用薬 1129009F2170 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.80

内用薬 1129009F2188 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2196 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2200 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2218 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2226 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2234 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 42.80

内用薬 1129009F2242 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2250 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 42.80

内用薬 1129009F2269 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2277 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009F2285 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 42.80

内用薬 1129009F2293 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 42.80

内用薬 1129009F2307 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 42.80

内用薬 1129009F2315 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 42.80

内用薬 1129009F2323 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F2331 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 42.80

内用薬 1129009F3028 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 26.90

内用薬 1129009F3036 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 26.90

内用薬 1129009F3044 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 26.90

内用薬 1129009F3052 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ
「モチダ」

救急薬品工業 後発品 26.90

内用薬 1129009F4024 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 42.80
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内用薬 1129009F4032 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 42.80

内用薬 1129009F4040 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 42.80

内用薬 1129009F4059 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ
「モチダ」

救急薬品工業 後発品 42.80

内用薬 1129009S1023 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 130.70

内用薬 1129009S2020 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 208.00

内用薬 1169101F1162 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 レプリントン配合錠Ｌ１００ 辰巳化学 後発品 10.80

内用薬 1179012F1142 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 イソクリン錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1179025F1239 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 6.30

内用薬 1179025F2197 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 6.40

内用薬 1179038F4073 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドン錠０．５「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 9.60

内用薬 1179041F1033 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1041 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1050 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1068 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1076 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1084 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1092 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 63.40

内用薬 1179041F1106 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.40

内用薬 1179041F1114 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1122 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1130 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1149 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 63.40

内用薬 1179041F1157 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1165 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.40

内用薬 1179041F1173 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1181 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 63.40

内用薬 1179041F1190 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 63.40

内用薬 1179041F1203 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 63.40

内用薬 1179041F1211 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1220 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 63.40

内用薬 1179041F1238 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1246 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1254 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.40

内用薬 1179041F1262 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 63.40

内用薬 1179041F1270 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 63.40

内用薬 1179041F1289 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 63.40

内用薬 1179041F1297 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 63.40

内用薬 1179041F1300 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 63.40

内用薬 1179041F2030 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2048 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2056 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2064 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2072 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2080 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2099 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 110.90

内用薬 1179041F2102 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 110.90

内用薬 1179041F2110 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 110.90

50



内用薬 1179041F2129 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2137 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2145 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 110.90

内用薬 1179041F2153 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2161 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 110.90

内用薬 1179041F2170 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2188 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 110.90

内用薬 1179041F2196 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 110.90

内用薬 1179041F2200 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 110.90

内用薬 1179041F2218 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2226 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 110.90

内用薬 1179041F2234 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2242 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2250 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.90

内用薬 1179041F2269 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 110.90

内用薬 1179041F2277 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 110.90

内用薬 1179041F2285 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 110.90

内用薬 1179041F2293 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 110.90

内用薬 1179041F2307 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 110.90

内用薬 1179041F3036 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3044 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3052 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3060 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3079 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 救急薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3087 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3095 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3109 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 36.20

内用薬 1179041F3117 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3125 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.20

内用薬 1179041F3133 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ｢アメル｣ 共和薬品工業 後発品 36.20

内用薬 1179041F3141 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 36.20

内用薬 1179041F3150 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3168 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 36.20

内用薬 1179041F3176 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3184 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 36.20

内用薬 1179041F3192 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 36.20

内用薬 1179041F3206 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.20

内用薬 1179041F3214 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 36.20

内用薬 1179041F3222 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 36.20

内用薬 1179041F3230 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 36.20

内用薬 1179041F4024 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.40

内用薬 1179041F5020 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.90

内用薬 1190012F1280 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 150.30

内用薬 1190012F1298 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 150.30

内用薬 1190012F2286 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 224.30

内用薬 1190012F2294 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 224.30

内用薬 1190012F3274 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 167.00
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内用薬 1190012F3282 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 150.30

内用薬 1190012F3290 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 167.00

内用薬 1190012F4270 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 249.20

内用薬 1190012F4289 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 224.30

内用薬 1190012F4297 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩OD錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 249.20

内用薬 1190012Q1035 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 163.40

内用薬 1190012Q1043 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 163.40

内用薬 1190012Q2031 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 249.20

内用薬 1190012Q2040 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 249.20

内用薬 1190012S1024 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 149.80

内用薬 1190012S2020 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 223.50

内用薬 1190014F1041 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 781.10

内用薬 1190014F1050 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 781.10

内用薬 1190014F1068 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 781.10

内用薬 1190014F2030 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 781.10

内用薬 1339005F1407 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.00

内用薬 1339005F1415 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1339005F2160 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 1339005F2179 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 1339005F2187 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 6.30

内用薬 1339005F2195 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 6.30

内用薬 1339005F2209 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 メニタジン錠１２ｍｇ 東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2129008M1113 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 28.80

内用薬 2129008M2128 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 53.20

内用薬 2132003F3047 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 フルトリア錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00

内用薬 2132004F2029 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ニュートライド錠１２．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2139008F2036 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 ダイタリック錠３０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 12.60

内用薬 2144008F1196 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 15.30

内用薬 2144008F2192 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 27.50

内用薬 2144008F3199 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 53.30

内用薬 2149010F1149 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 2149022F2091 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 ニルバジピン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 16.30

内用薬 2149026F2200 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 15.10

内用薬 2149026F3207 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.50

内用薬 2149039F1040 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1058 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1066 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 45.30

内用薬 2149039F1074 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1082 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 45.30

内用薬 2149039F1090 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1104 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 45.30

内用薬 2149039F1112 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 45.30

内用薬 2149039F1120 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 45.30

内用薬 2149039F1139 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1147 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1155 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 45.30

内用薬 2149039F1163 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 45.30
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内用薬 2149039F1171 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1180 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 45.30

内用薬 2149039F1198 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1201 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1210 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 45.30

内用薬 2149039F1228 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.30

内用薬 2149039F1236 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1244 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 45.30

内用薬 2149039F1252 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1260 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F1279 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1287 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 45.30

内用薬 2149039F1295 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1309 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 45.30

内用薬 2149039F1317 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1325 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1333 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 45.30

内用薬 2149039F1341 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 45.30

内用薬 2149039F2046 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2054 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2062 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 86.00

内用薬 2149039F2070 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2089 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 86.00

内用薬 2149039F2097 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2100 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 86.00

内用薬 2149039F2119 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 86.00

内用薬 2149039F2127 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 86.00

内用薬 2149039F2135 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2143 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2151 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 86.00

内用薬 2149039F2160 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2178 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2186 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 86.00

内用薬 2149039F2194 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2208 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2216 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 86.00

内用薬 2149039F2224 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 86.00

内用薬 2149039F2232 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2240 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 86.00

内用薬 2149039F2259 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2267 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F2275 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2283 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 86.00

内用薬 2149039F2291 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2305 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 86.00

内用薬 2149039F2313 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2321 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 86.00
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内用薬 2149039F2330 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 86.00

内用薬 2149039F2348 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 86.00

内用薬 2149039F3034 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3042 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3050 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 129.00

内用薬 2149039F3069 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3077 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 129.00

内用薬 2149039F3085 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3093 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 129.00

内用薬 2149039F3107 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 129.00

内用薬 2149039F3115 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 129.00

内用薬 2149039F3123 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3131 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＡＡ」 あすかActavis製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3140 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 129.00

内用薬 2149039F3158 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3166 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルムファーマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3174 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 129.00

内用薬 2149039F3182 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3190 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3204 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 129.00

内用薬 2149039F3212 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 129.00

内用薬 2149039F3220 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3239 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ｢アメル」 共和薬品工業 後発品 129.00

内用薬 2149039F3247 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3255 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 129.00

内用薬 2149039F3263 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3271 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 129.00

内用薬 2149039F3280 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3298 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 129.00

内用薬 2149039F3301 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「本草」 本草製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3310 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3328 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 129.00

内用薬 2149039F3336 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 129.00

内用薬 2171005F1319 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2171005F2137 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.10

内用薬 2171010F3061 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 アンギナール錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.70

内用薬 2171017F1052 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2171017F1060 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60

内用薬 2171017F1079 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランマート錠２．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171017F2156 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.00

内用薬 2171021F1237 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 15.10

内用薬 2171021F2250 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 22.60

内用薬 2171021F3221 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ1錠 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 36.30

内用薬 2171022F5040 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 52.20

内用薬 2171022F5059 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 63.00

内用薬 2171022F5067 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 56.40

内用薬 2171022F5075 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.00
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内用薬 2171022F6047 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.00

内用薬 2171022Q1089 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「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 16.60

内用薬 2171022Q2085 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「タナベ」 長生堂製薬 後発品 31.20

内用薬 2189011F2188 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 ラミアン錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 148.80

内用薬 2189011F3176 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 ラミアン錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 297.60

内用薬 2189015F1082 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1090 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 36.10

内用薬 2189015F1104 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1112 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.10

内用薬 2189015F1120 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 36.10

内用薬 2189015F1139 アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 36.10

内用薬 2189015F2089 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2097 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 68.90

内用薬 2189015F2100 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2119 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 68.90

内用薬 2189015F2127 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 68.90

内用薬 2189015F2135 アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「モチダ」 ニプロジェネファ 後発品 68.90

内用薬 2190005C1067 イフェンプロジル酒石酸塩 ４％１ｇ イフェンプロジル酒石酸塩細粒４％「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 9.00

内用薬 2190005F1276 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.40

内用薬 2190005F2175 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2233002Q1116 カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「ＪＧ」 大興製薬 後発品 2.60

内用薬 2329021F1307 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 11.10

内用薬 2329022H1175 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 58.40

内用薬 2329022H2147 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 35.70

内用薬 2329122D1473 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ グロリアミン配合顆粒 サンド 後発品 6.20

内用薬 2344009F1078 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F2074 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F4042 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2399009F1157 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.30

内用薬 2399009F2129 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 62.40

内用薬 2399009F2137 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 50.90

内用薬 2399009F2145 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 58.40

内用薬 2590008F1131 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 37.10

内用薬 2590008F2138 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 64.30

内用薬 2590008N1195 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 31.80

内用薬 2590008N2191 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 55.90

内用薬 3179109M1082 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配
合剤

１カプセル シグマビタン配合カプセルＢ２５ 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 3399002F1265 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.00

内用薬 3399002F1273 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 24.00

内用薬 3399002F2288 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.60

内用薬 3399002F2296 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 47.60

内用薬 3399005F1196 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 21.00

内用薬 3961007F2065 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリミラン錠２０ｍｇ 小林化工 後発品 8.20

内用薬 3961007F2073 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グルタミール錠２０ｍｇ メディサ新薬 後発品 8.20

内用薬 3961007F2081 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 ダイアグリコ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961008F3082 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 8.70

内用薬 3961008F3090 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド エーザイ 後発品 8.70
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内用薬 3961008F3104 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 8.70

内用薬 3961008F3112 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3120 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 8.70

内用薬 3961008F3139 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3147 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 8.70

内用薬 3961008F3155 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「マイラン｣ マイラン製薬 後発品 8.70

内用薬 3969007F1210 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1229 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 33.60

内用薬 3969007F1237 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F1245 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 33.60

内用薬 3969007F1253 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F1261 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1270 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1288 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 33.60

内用薬 3969007F1296 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 33.60

内用薬 3969007F1300 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 33.60

内用薬 3969007F2217 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エーザイ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2225 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 67.10

内用薬 3969007F2233 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F2241 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 67.10

内用薬 3969007F2250 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F2268 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＺＪ」 ザイダスファーマ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2276 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2284 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 67.10

内用薬 3969007F2292 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 67.10

内用薬 3969007F2306 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 67.10

内用薬 3969007F3108 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 33.60

内用薬 3969007F3116 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 54.70

内用薬 3969007F3124 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 47.00

内用薬 3969007F3132 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 33.60

内用薬 3969007F3140 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 33.60

内用薬 3969007F3159 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 43.10

内用薬 3969007F3167 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 33.60

内用薬 3969007F4104 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 67.10

内用薬 3969007F4112 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 95.20

内用薬 3969007F4120 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3969007F4139 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 67.10

内用薬 3969007F4147 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 67.10

内用薬 3969007F4155 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 83.50

内用薬 3969007F4163 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 67.10

内用薬 3999004M3099 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 67.90

内用薬 3999004M4095 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 151.70

内用薬 3999004M5091 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 244.40

内用薬 3999018F1110 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 53.30

内用薬 3999018F2117 アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 422.70

内用薬 3999019F1166 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 63.90

内用薬 3999019F1174 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ｢サワイ｣ 沢井製薬 後発品 63.90
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内用薬 3999019F1182 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 63.90

内用薬 3999019F1190 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 63.90

内用薬 4291007F2036 トレミフェンクエン酸塩 ６０ｍｇ１錠 トレミフェン錠６０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 385.40

内用薬 4291012F1057 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 330.30

内用薬 4490014F1211 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 61.30

内用薬 4490014F2250 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 89.40

内用薬 4490027F2223 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 59.50

内用薬 4490027F2231 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 66.10

内用薬 6131001M1126 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル アモペニキシンカプセル１２５ ニプロファーマ 後発品 8.60

内用薬 6135001M1060 ホスホマイシンカルシウム水和
物

２５０ｍｇ１カプセル ホスホマイシンカルシウムカプセル２５０
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 16.70

内用薬 6135001M2148 ホスホマイシンカルシウム水和
物

５００ｍｇ１カプセル ホスホマイシンカルシウムカプセル５００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 27.10

内用薬 6135001R2170 ホスホマイシンカルシウム水和
物

４００ｍｇ１ｇ ホスホマイシンカルシウムドライシロップ
４０％「日医工」

日医工 後発品 23.30

内用薬 6219001H1072 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 28.70

内用薬 6219001H2052 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 アザスルファン腸溶錠２５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 17.10

内用薬 6219001H2060 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 18.50

内用薬 6241008F2135 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプキサノン錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 50.00

内用薬 6241013F1288 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ 後発品 77.30

内用薬 6241013F1296 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ケミファ」 大興製薬 後発品 83.30

注射薬 1190401G1190 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 4,762

注射薬 1190401G1204 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,201

注射薬 1190401G1212 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「サ
ンド」

サンド 後発品 3,368

注射薬 2149400A1124 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ1管 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 92

注射薬 2149400A2147 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 229

注射薬 2329403D1084 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 340

注射薬 2391400G1164 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 2,421

注射薬 2391400G4058 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 2,421

注射薬 3334403A2194 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリン国
際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 757

注射薬 3999407D3109 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット１００「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 1,419

注射薬 3999411H1031 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 1,267

注射薬 3999411H7030 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 437

注射薬 3999411H8036 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 696

注射薬 6131403D1225 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 217

注射薬 6131403D2221 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 382

注射薬 6132401D1088 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 トキオ注射用０．２５ｇ イセイ 後発品 92

注射薬 6132401D2114 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 トキオ注射用０．５ｇ イセイ 後発品 102

注射薬 6132401D4184 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 トキオ注射用２ｇ イセイ 後発品 391

注射薬 6132408F3172 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 294

注射薬 6132408F4152 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム静注用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 588

注射薬 6132419F1119 セフトリアキソンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 382

注射薬 6132419F2131 セフトリアキソンナトリウム水和
物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 503

注射薬 6134407A2101 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 85

注射薬 6134407A3094 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 108

注射薬 6135400F1116 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 143

注射薬 6135400F2210 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用１ｇ「日
医工」

日医工 後発品 197

注射薬 6135400F3224 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム静注用２ｇ「日
医工」

日医工 後発品 269

注射薬 6139501D1087 イミペネム水和物・シラスタチン
ナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 イミスタン点滴静注用０．２５ｇ 日医工 後発品 771

注射薬 6290401A2222 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,141
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注射薬 6290401A3210 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,845

注射薬 7219415A1049 イオヘキソール ３０．２０％５０ｍＬ１瓶 イオベリン１４０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 1,372

注射薬 7219415A2045 イオヘキソール ３０．２０％２２０ｍＬ１瓶 イオベリン１４０注２２０ｍＬ テバ製薬 後発品 6,038

注射薬 7219415A3041 イオヘキソール ３８．８２％１０ｍＬ１瓶 イオベリン１８０注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 353

注射薬 7219415A4048 イオヘキソール ５１．７７％１０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注１０ｍＬ テバ製薬 後発品 471

注射薬 7219415A5044 イオヘキソール ５１．７７％２０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注２０ｍＬ テバ製薬 後発品 941

注射薬 7219415A6040 イオヘキソール ５１．７７％５０ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注５０ｍＬ テバ製薬 後発品 2,353

注射薬 7219415A7047 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ１瓶 イオベリン２４０注１００ｍＬ テバ製薬 後発品 4,705

注射薬 7219415G1068 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ１筒 イオベリン２４０注シリンジ１００ｍＬ テバ製薬 後発品 4,917

注射薬 7219415H2086 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 イオヘキソール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,913

注射薬 7219415H7045 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１袋 イオヘキソール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 後発品 5,913

注射薬 7223401A1112 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 603

注射薬 7223401A2070 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 1,237

注射薬 7223401A3093 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 2,559

外用薬 1319720Q3175 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「わかも
と」

わかもと製薬 後発品 186.50

外用薬 1319720Q5119 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．３％「わか
もと」

わかもと製薬 後発品 10.90

外用薬 1319720Y2063 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 アイケア点眼液０．３％ 科研製薬 後発品 430.00

外用薬 1319746Q1100 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 96.30

外用薬 2259707S1179 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 18.00

外用薬 2259707S2175 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 29.80

外用薬 2259707S3171 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 41.80

外用薬 2399715X1031 メサラジン １ｇ１個 メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 554.40

外用薬 2646701N2178 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム０．
１２％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.00

外用薬 2646720M1098 プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス
テル軟膏０．３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.30

外用薬 2646720N1107 プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス
テルクリーム０．３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.30

外用薬 2646721M1092 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチ
ゾン

０．１％１ｇ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏
０．１％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 11.10

外用薬 2646722M1160 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 10.30

外用薬 2699709M1036 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 89.70

外用薬 2699709M1044 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 89.70

外用薬 2699709M1052 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 89.70

外用薬 2699709M1060 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 高田製薬 後発品 89.70

外用薬 8219700S5034 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 1,260.80

外用薬 8219700S6030 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 2,338.50

外用薬 8219700S7037 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 4,337.40

外用薬 8219700S8033 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 6,225.40

外用薬 8219700S9030 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 後発品 8,044.90
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内用薬 2171022F1428 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 13.50

内用薬 2171022F2424 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 23.10

内用薬 2325003B2126 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「日医工」 日医工 後発品 23.30

内用薬 2325003F3191 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.50

内用薬 2325003F4210 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 13.50

内用薬 6132002F1099 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 セファレキシン錠２５０「日医工」 日医工 後発品 10.70

内用薬 6132005C1231 セファクロル １００ｍｇ１ｇ セファクロル細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 10.50
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内用薬 6132005C2106 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ セファクロル細粒２０％「日医工」 日医工 後発品 19.80

内用薬 6152005F1087 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 塩酸ミノサイクリン錠５０「日医工」 日医工 後発品 14.90

内用薬 6152005M2082 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 塩酸ミノサイクリンカプセル１００「日医
工」

日医工 後発品 28.00

注射薬 4291403A1126 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 3,311

注射薬 4291403A2122 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7,834

注射薬 4291403A3129 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 19,646

注射薬 6131403D1217 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医
工」

日医工 後発品 149

注射薬 6131403D2213 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医
工」

日医工 後発品 244

注射薬 6132418F1130 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 セフタジジム静注用０．５ｇ「日医工」 日医工 後発品 482

注射薬 6132418F2153 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 セフタジジム静注用１ｇ「日医工」 日医工 後発品 652

外用薬 1329707Q1246 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」２８噴
霧用

日医工ファーマ 後発品 429.00

外用薬 1329707Q3192 フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」５６噴
霧用

日医工ファーマ 後発品 968.10

外用薬 2260701F1352 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 日医工 後発品 2.00

外用薬 2612701Q3423 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード液１０％「日医工」 日医工 後発品 12.20

外用薬 2619700Q1265 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール液０．１％「日医工」 日医工 後発品 7.20

外用薬 2619702Q3224 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「日医
工」

日医工 後発品 9.30

外用薬 2619716Q1223 アルキルジアミノエチルグリシ
ン塩酸塩

１０％１０ｍＬ 両性石ケン液１０％「日医工」 日医工 後発品 7.90

外用薬 2619819X1157 チオ硫酸ナトリウム水和物・エ
タノール

１０ｍＬ ハイポエタノール消毒液２％「日医工」 日医工 後発品 7.90
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内用薬 2171022F3293 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 15.80

内用薬 2171022F4290 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 28.00

内用薬 2171022Q1070 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」 大正薬品工業 後発品 17.90

内用薬 2171022Q2077 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「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 33.70

内用薬 3961008F1349 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 10.30

内用薬 3961008F2345 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 24.40

内用薬 4291009F1250 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 456.00

内用薬 4490027F1197 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 66.10

注射薬 2413400D3127 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ７５単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」７５注用 大正薬品工業 後発品 1,585

注射薬 2413400D5049 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １００単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」１００注用 大正薬品工業 後発品 1,971

注射薬 2413400D4107 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１管（溶解液付） ＨＭＧ「ＴＹＫ」１５０注用 大正薬品工業 後発品 2,268

注射薬 1190401G1182 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 3,368

注射薬 4291403A1118 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 3,311

注射薬 4291403A2114 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 7,834

注射薬 4291403A3110 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 16,978

注射薬 4224403D1111 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 3,169

注射薬 4224403D2118 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 12,618

外用薬 1319739Q1282 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 512.00
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