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内用薬 3962002F2086 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭ
Ｔ「トーワ」

東和薬品 後発品 9.90 H27.6.19収載

内用薬 3962002F2094 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭ
Ｔ「日医工」

日医工 後発品 9.90 H27.6.19収載

内用薬 3962002F2108 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭ
Ｔ「ニプロ」

ニプロ 後発品 9.90 H27.6.19収載

内用薬 3962002F2116 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭ
Ｔ「ファイザー」

ファイザー 後発品 9.90 H27.6.19収載

内用薬 3962002F3023 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトグルコ錠５００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 19.00
内用薬 3962002F3031 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭ

Ｔ「ＤＳＥＰ」
第一三共エスファ 後発品 10.40 H27.6.19収載

内用薬 3962002F3040 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭ
Ｔ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 10.40 H27.6.19収載

内用薬 3962002F3058 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭ
Ｔ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 10.40 H27.6.19収載

内用薬 3962002F3066 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭ
Ｔ「ＴＥ」

トーアエイヨー 後発品 10.40 H27.6.19収載

内用薬 3962002F3074 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭ
Ｔ「三和」

三和化学研究所 後発品 10.40 H27.6.19収載

内用薬 3962002F3082 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭ
Ｔ「ニプロ」

ニプロ 後発品 10.40 H27.6.19収載

内用薬 3962002F3090 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭ
Ｔ「ファイザー」

ファイザー 後発品 10.40 H27.6.19収載

内用薬 3962002F3104 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭ
Ｔ「トーワ」

東和薬品 後発品 10.40 H27.12.11収載

内用薬 3962002F3112 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭ
Ｔ「日医工」

日医工 後発品 10.40 H27.12.11収載

内用薬 3969003F1026 アカルボース ５０ｍｇ１錠 グルコバイ錠５０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 22.10
内用薬 3969003F1034 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「タイ テバ製薬 後発品 13.60
内用薬 3969003F1042 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 13.60
内用薬 3969003F1050 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 13.60
内用薬 3969003F1069 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 13.60
内用薬 3969003F1077 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.60
内用薬 3969003F1085 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 13.60
内用薬 3969003F1093 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 13.60
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 13.60

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 13.60
内用薬 3969003F2022 アカルボース １００ｍｇ１錠 グルコバイ錠１００ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 39.00
内用薬 3969003F2030 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 24.40

内用薬 3969003F2049 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＢＭ ビオメディクス 後発品 24.40
内用薬 3969003F2057 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 24.40
内用薬 3969003F2065 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 24.40
内用薬 3969003F2073 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 24.40
内用薬 3969003F2081 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「日医 日医工 後発品 24.40
内用薬 3969003F2090 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 24.40
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 24.40

内用薬 3969003F2120 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＴＣ 辰巳化学 後発品 24.40
内用薬 3969003F3029 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 13.60

内用薬 3969003F3037 アカルボース ５０ｍｇ１錠 グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 22.10
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 13.60

内用薬 3969003F4025 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「タ
イヨー」

テバ製薬 後発品 24.40

内用薬 3969003F4033 アカルボース １００ｍｇ１錠 グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 39.00
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 24.40

内用薬 3969004F1020 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベイスン錠０．２ 武田薬品工業 先発品 ○ 38.20
内用薬 3969004F1071 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベルデリール錠０．２ｍｇ 長生堂製薬 後発品 16.60 H27.3.31まで
内用薬 3969004F1144 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２「タツミ」 辰巳化学 後発品 16.60
内用薬 3969004F1152 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 20.30
内用薬 3969004F1179 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベグリラート錠０．２ｍｇ 大正薬品工業 後発品 16.60
内用薬 3969004F1187 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 16.60
内用薬 3969004F1195 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 16.60
内用薬 3969004F1209 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 16.60 H27.3.31まで

内用薬 3969004F1217 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＭＥ メディサ新薬 後発品 20.30
内用薬 3969004F1225 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 20.30

内用薬 3969004F1233 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 16.60

内用薬 3969004F1241 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「タカ 高田製薬 後発品 16.60
内用薬 3969004F1250 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「日医 日医工 後発品 16.60
内用薬 3969004F1268 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 16.60
内用薬 3969004F1276 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 後発品 16.60

内用薬 3969004F1284 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 16.60
内用薬 3969004F1292 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.60
内用薬 3969004F1306 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 16.60

内用薬 3969004F1314 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 20.30

内用薬 3969004F1322 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 16.60 H26.6.20収載
内用薬 3969004F2027 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベイスン錠０．３ 武田薬品工業 先発品 ○ 51.90
内用薬 3969004F2078 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベルデリール錠０．３ｍｇ 長生堂製薬 後発品 23.50 H27.3.31まで
内用薬 3969004F2140 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３「タツミ」 辰巳化学 後発品 23.50
内用薬 3969004F2159 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 28.80
内用薬 3969004F2175 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベグリラート錠０．３ｍｇ 大正薬品工業 後発品 23.50
内用薬 3969004F2183 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 23.50
内用薬 3969004F2191 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 23.50
内用薬 3969004F2205 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 23.50 H27.3.31まで

内用薬 3969004F2213 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＭＥ メディサ新薬 後発品 28.80
内用薬 3969004F2221 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 23.50

内用薬 3969004F2230 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 23.50

内用薬 3969004F2248 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「タカ 高田製薬 後発品 23.50
内用薬 3969004F2256 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「日医 日医工 後発品 23.50
内用薬 3969004F2264 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 23.50
内用薬 3969004F2272 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 後発品 23.50

内用薬 3969004F2280 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 23.50
内用薬 3969004F2299 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 23.50
内用薬 3969004F2302 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 23.50

内用薬 3969004F2310 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 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 3969004F2329 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 23.50 H26.6.20収載
内用薬 3969004F3023 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．２ 武田薬品工業 先発品 ○ 38.20
内用薬 3969004F3031 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤフィルム０．２

「ＱＱ」
救急薬品工業 後発品 20.30

内用薬 3969004F3040 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「Ｍ
ＥＤ」

メディサ新薬 後発品 20.30

内用薬 3969004F3058 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ケ
ミファ」

シオノケミカル 後発品 16.60

内用薬 3969004F3066 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 16.60

内用薬 3969004F3074 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「タ
イヨー」

テバ製薬 後発品 16.60
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内用薬 3969004F3082 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 20.30

内用薬 3969004F3090 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 20.30

内用薬 3969004F3104 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 16.60

内用薬 3969004F3112 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 16.60

内用薬 3969004F3120 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ベグリラートＯＤ錠０．２ｍｇ 大正薬品工業 後発品 16.60
内用薬 3969004F3139 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 16.60

内用薬 3969004F4020 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．３ 武田薬品工業 先発品 ○ 51.90
内用薬 3969004F4038 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤフィルム０．３

「ＱＱ」
救急薬品工業 後発品 28.80

内用薬 3969004F4046 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「Ｍ
ＥＤ」

メディサ新薬 後発品 28.80

内用薬 3969004F4054 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ケ
ミファ」

シオノケミカル 後発品 23.50

内用薬 3969004F4062 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 23.50

内用薬 3969004F4070 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「タ
イヨー」

テバ製薬 後発品 23.50

内用薬 3969004F4089 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 28.80

内用薬 3969004F4097 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 23.50

内用薬 3969004F4100 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 23.50

内用薬 3969004F4119 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 23.50

内用薬 3969004F4127 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ベグリラートＯＤ錠０．３ｍｇ 大正薬品工業 後発品 23.50
内用薬 3969004F4135 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 23.50

内用薬 3969006F1020 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 スターシス錠３０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 18.60
内用薬 3969006F1038 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ファスティック錠３０ 味の素製薬 先発品 ○ 18.70
内用薬 3969006F1046 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠３０ｍｇ「マイラ マイラン製薬 後発品 12.00
内用薬 3969006F1054 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠３０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 12.00
内用薬 3969006F1062 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.00
内用薬 3969006F2026 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 スターシス錠９０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 46.40
内用薬 3969006F2034 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 ファスティック錠９０ 味の素製薬 先発品 ○ 46.60
内用薬 3969006F2042 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠９０ｍｇ「マイラ マイラン製薬 後発品 28.70
内用薬 3969006F2050 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠９０ｍｇ「テバ」 大正薬品工業 後発品 28.70
内用薬 3969006F2069 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.70
内用薬 3969007F1016 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン塩酸塩１５ｍｇ錠 後発品 17.00
内用薬 3969007F1024 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 アクトス錠１５ 武田薬品工業 先発品 ○ 73.80
内用薬 3969007F1032 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エスファ 後発品 41.20

内用薬 3969007F1040 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 41.20

内用薬 3969007F1059 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 41.20

内用薬 3969007F1067 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 32.40
内用薬 3969007F1075 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 41.20
内用薬 3969007F1083 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＣ 辰巳化学 後発品 41.20
内用薬 3969007F1091 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 41.20
内用薬 3969007F1105 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 32.40
内用薬 3969007F1113 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 41.20

内用薬 3969007F1130 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 41.20
内用薬 3969007F1148 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サン サンド 後発品 32.40
内用薬 3969007F1156 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 32.40

内用薬 3969007F1164 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タカ 高田製薬 後発品 41.20
内用薬 3969007F1172 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タナ 田辺三菱製薬 後発品 32.40
内用薬 3969007F1180 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 41.20
内用薬 3969007F1199 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「日医 日医工 後発品 32.40
内用薬 3969007F1202 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「モチ 持田製薬販売 後発品 32.40
内用薬 3969007F1210 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エー

ザイ
後発品 32.40

内用薬 3969007F1229 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 32.40
内用薬 3969007F1237 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 32.40
内用薬 3969007F1245 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＰ 日本薬品工業 後発品 32.40
内用薬 3969007F1253 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＳ 鶴原製薬 後発品 32.40
内用薬 3969007F1270 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 32.40

内用薬 3969007F1288 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 32.40

内用薬 3969007F1296 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 32.40

内用薬 3969007F1318 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＹ 大正薬品工業 後発品 32.40
内用薬 3969007F2012 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン塩酸塩３０ｍｇ錠 後発品 34.30
内用薬 3969007F2020 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 アクトス錠３０ 武田薬品工業 先発品 ○ 137.50
内用薬 3969007F2039 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エスファ 後発品 78.90

内用薬 3969007F2047 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 78.90

内用薬 3969007F2055 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 78.90

内用薬 3969007F2063 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 61.00
内用薬 3969007F2071 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 78.90
内用薬 3969007F2080 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＣ 辰巳化学 後発品 78.90
内用薬 3969007F2098 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 78.90
内用薬 3969007F2101 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 61.00
内用薬 3969007F2110 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 78.90

内用薬 3969007F2136 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 78.90
内用薬 3969007F2144 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「サン サンド 後発品 78.90
内用薬 3969007F2152 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 61.00

内用薬 3969007F2160 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タカ 高田製薬 後発品 78.90
内用薬 3969007F2179 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タナ 田辺三菱製薬 後発品 61.00
内用薬 3969007F2187 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 78.90
内用薬 3969007F2195 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「日医 日医工 後発品 61.00
内用薬 3969007F2209 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「モチ 持田製薬販売 後発品 61.00
内用薬 3969007F2217 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エー

ザイ
後発品 61.00

内用薬 3969007F2225 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 61.00
内用薬 3969007F2233 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 61.00
内用薬 3969007F2241 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰ 日本薬品工業 後発品 61.00
内用薬 3969007F2250 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＳ 鶴原製薬 後発品 61.00
内用薬 3969007F2276 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 61.00

内用薬 3969007F2284 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 61.00

内用薬 3969007F2292 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 61.00

内用薬 3969007F2314 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＹ 大正薬品工業 後発品 61.00
内用薬 3969007F3027 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アクトスＯＤ錠１５ 武田薬品工業 先発品 ○ 73.80
内用薬 3969007F3035 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「Ｄ

ＳＥＰ」
第一三共エスファ 後発品 41.20

内用薬 3969007F3043 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 41.20

内用薬 3969007F3051 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 41.20
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内用薬 3969007F3060 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山形） 後発品 41.20

内用薬 3969007F3078 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 41.20

内用薬 3969007F3086 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 41.20

内用薬 3969007F3094 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 32.40

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「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 後発品 32.40

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「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 41.20

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 32.40

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 32.40

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 32.40

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 32.40

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 32.40

内用薬 3969007F4023 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 アクトスＯＤ錠３０ 武田薬品工業 先発品 ○ 137.50
内用薬 3969007F4031 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「Ｄ

ＳＥＰ」
第一三共エスファ 後発品 78.90

内用薬 3969007F4040 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 78.90

内用薬 3969007F4058 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 78.90

内用薬 3969007F4066 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山形） 後発品 78.90

内用薬 3969007F4074 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 78.90

内用薬 3969007F4082 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 78.90

内用薬 3969007F4090 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 61.00

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「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 後発品 61.00

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「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 78.90

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 61.00

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 61.00

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 61.00

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 61.00

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 61.00

内用薬 3969008F1029 ミチグリニドカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 グルファスト錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 30.90

内用薬 3969008F2025 ミチグリニドカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 グルファスト錠１０ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 54.50

内用薬 3969009F1023 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 セイブル錠２５ｍｇ 三和化学研究所 先発品 30.20
内用薬 3969009F2020 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 セイブル錠５０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 52.90
内用薬 3969009F3026 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 セイブル錠７５ｍｇ 三和化学研究所 先発品 73.80
内用薬 3969009F4022 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 セイブルＯＤ錠５０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 52.90 H27.5.29収載
内用薬 3969009F5029 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 セイブルＯＤ錠７５ｍｇ 三和化学研究所 先発品 73.80 H27.5.29収載
内用薬 3969010F1026 シタグリプチンリン酸塩

水和物
２５ｍｇ１錠 グラクティブ錠２５ｍｇ 小野薬品工業 先発品 80.50

内用薬 3969010F1034 シタグリプチンリン酸塩
水和物

２５ｍｇ１錠 ジャヌビア錠２５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 80.50

内用薬 3969010F2022 シタグリプチンリン酸塩
水和物

５０ｍｇ１錠 グラクティブ錠５０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 149.30

内用薬 3969010F2030 シタグリプチンリン酸塩
水和物

５０ｍｇ１錠 ジャヌビア錠５０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 149.30

内用薬 3969010F3029 シタグリプチンリン酸塩
水和物

１００ｍｇ１錠 グラクティブ錠１００ｍｇ 小野薬品工業 先発品 224.80

内用薬 3969010F3037 シタグリプチンリン酸塩
水和物

１００ｍｇ１錠 ジャヌビア錠１００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 224.80

内用薬 3969010F4025 シタグリプチンリン酸塩
水和物

１２．５ｍｇ１錠 グラクティブ錠１２．５ｍｇ 小野薬品工業 先発品 65.80

内用薬 3969010F4033 シタグリプチンリン酸塩
水和物

１２．５ｍｇ１錠 ジャヌビア錠１２．５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 65.80

内用薬 3969011F1020 ビルダグリプチン ５０ｍｇ１錠 エクア錠５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 87.70

内用薬 3969012F1025 アログリプチン安息香酸 ６．２５ｍｇ１錠 ネシーナ錠６．２５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 53.90
内用薬 3969012F2021 アログリプチン安息香酸 １２．５ｍｇ１錠 ネシーナ錠１２．５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 100.00
内用薬 3969012F3028 アログリプチン安息香酸 ２５ｍｇ１錠 ネシーナ錠２５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 186.90
内用薬 3969013F1020 レパグリニド ０．２５ｍｇ１錠 シュアポスト錠０．２５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 33.40
内用薬 3969013F2026 レパグリニド ０．５ｍｇ１錠 シュアポスト錠０．５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 59.50
内用薬 3969014F1024 リナグリプチン ５ｍｇ１錠 トラゼンタ錠５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
先発品 188.40

内用薬 3969015F1029 テネリグリプチン臭化水
素酸塩水和物

２０ｍｇ１錠 テネリア錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 186.80

内用薬 3969016F1023 アナグリプチン １００ｍｇ１錠 スイニー錠１００ｍｇ 三和化学研究所 先発品 74.70
内用薬 3969017F1028 サキサグリプチン水和物 ２．５ｍｇ１錠 オングリザ錠２．５ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 99.10
内用薬 3969017F2024 サキサグリプチン水和物 ５ｍｇ１錠 オングリザ錠５ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 149.30
内用薬 3969018F1022 イプラグリフロジン Ｌ

－プロリン
２５ｍｇ１錠 スーグラ錠２５ｍｇ アステラス製薬 先発品 136.50 H26.4.17収載

内用薬 3969018F2029 イプラグリフロジン Ｌ
－プロリン

５０ｍｇ１錠 スーグラ錠５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 205.50 H26.4.17収載

内用薬 3969019F1027 ダパグリフロジンプロピ
レングリコール水和物

５ｍｇ１錠 フォシーガ錠５ｍｇ アストラゼネカ 先発品 205.50 H26.5.23収載

内用薬 3969019F2023 ダパグリフロジンプロピ
レングリコール水和物

１０ｍｇ１錠 フォシーガ錠１０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 308.30 H26.5.23収載

内用薬 3969020F1020 ルセオグリフロジン水和 ２．５ｍｇ１錠 ルセフィ錠２．５ｍｇ 大正製薬 先発品 205.50 H26.5.23収載
内用薬 3969020F2026 ルセオグリフロジン水和 ５ｍｇ１錠 ルセフィ錠５ｍｇ 大正製薬 先発品 308.30 H26.5.23収載
内用薬 3969021F1024 トホグリフロジン水和物 ２０ｍｇ１錠 アプルウェイ錠２０ｍｇ サノフィ 先発品 205.50 H26.5.23収載
内用薬 3969021F1032 トホグリフロジン水和物 ２０ｍｇ１錠 デベルザ錠２０ｍｇ 興和 先発品 205.50 H26.5.23収載
内用薬 3969022F1029 カナグリフロジン水和物 １００ｍｇ１錠 カナグル錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 205.50 H26.9.2収載
内用薬 3969023F1023 エンパグリフロジン １０ｍｇ１錠 ジャディアンス錠１０ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
先発品 205.50 H27.2.24収載

内用薬 3969023F2020 エンパグリフロジン ２５ｍｇ１錠 ジャディアンス錠２５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

先発品 351.20 H27.2.24収載

内用薬 3969024F1028 トレラグリプチンコハク
酸塩

５０ｍｇ１錠 ザファテック錠５０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 559.20 H27.5.20収載

内用薬 3969024F2024 トレラグリプチンコハク
酸塩

１００ｍｇ１錠 ザファテック錠１００ｍｇ 武田薬品工業 先発品 1,045.10 H27.5.20収載

内用薬 3969025F1022 オマリグリプチン １２．５ｍｇ１錠 マリゼブ錠１２．５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 559.20 H27.11.26収載
内用薬 3969025F2029 オマリグリプチン ２５ｍｇ１錠 マリゼブ錠２５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 1,045.10 H27.11.26収載
内用薬 3969100F1020 ピオグリタゾン塩酸塩・

メトホルミン塩酸塩
１錠 局 メタクト配合錠ＬＤ 武田薬品工業 先発品 74.00 H27.10.1局方品

内用薬 3969100F2027 ピオグリタゾン塩酸塩・
メトホルミン塩酸塩

１錠 局 メタクト配合錠ＨＤ 武田薬品工業 先発品 138.00 H27.10.1局方品

内用薬 3969101F1025 ピオグリタゾン塩酸塩・
グリメピリド

１錠 ソニアス配合錠ＬＤ 武田薬品工業 先発品 74.30

内用薬 3969101F2021 ピオグリタゾン塩酸塩・
グリメピリド

１錠 ソニアス配合錠ＨＤ 武田薬品工業 先発品 138.50

内用薬 3969102F1020 ミチグリニドカルシウム
水和物・ボグリボース

１錠 グルベス配合錠 キッセイ薬品工業 先発品 55.10
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内用薬 3969103F1024 アログリプチン安息香酸
塩・ピオグリタゾン塩酸

１錠 リオベル配合錠ＬＤ 武田薬品工業 先発品 219.40

内用薬 3969103F2020 アログリプチン安息香酸
塩・ピオグリタゾン塩酸

１錠 リオベル配合錠ＨＤ 武田薬品工業 先発品 270.50

内用薬 3969104F1029 ビルダグリプチン・メト
ホルミン塩酸塩

１錠 エクメット配合錠ＬＤ ノバルティス
ファーマ

先発品 87.70 H27.11.26収載

内用薬 3969104F2025 ビルダグリプチン・メト
ホルミン塩酸塩

１錠 エクメット配合錠ＨＤ ノバルティス
ファーマ

先発品 87.70 H27.11.26収載

内用薬 3992001D1040 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

１０％１ｇ トリノシン顆粒１０％ トーアエイヨー 19.20

内用薬 3992001D1059 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

１０％１ｇ アデホスコーワ顆粒１０％ 興和 26.30

内用薬 3992001F1041 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

２０ｍｇ１錠 アデタイド腸溶錠 寿製薬 後発品 5.40 H27.3.31まで

内用薬 3992001F1084 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

２０ｍｇ１錠 アデホスコーワ腸溶錠２０ 興和 準先発品 ○ 5.60

内用薬 3992001F1319 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

２０ｍｇ１錠 トリノシン腸溶錠２０ｍｇ トーアエイヨー 準先発品 ○ 5.60

内用薬 3992001F1335 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.40

内用薬 3992001F1343 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 3992001F1351 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「第一三共」 第一三共 準先発品 ○ 5.60

内用薬 3992001F3028 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

６０ｍｇ１錠 アデホスコーワ腸溶錠６０ 興和 11.00

内用薬 3992001F3036 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

６０ｍｇ１錠 トリノシン腸溶錠６０ｍｇ トーアエイヨー 9.40

内用薬 3999001B2039 ラクツロース １ｇ ラクツロース末・Ｐ 興和 先発品 8.60 H28.3.31まで
内用薬 3999001B2047 ラクツロース １ｇ モニラック原末 中外製薬 先発品 6.50
内用薬 3999001Q1051 ラクツロース ６０％１ｍＬ ラクツロース・シロップ６０％

「コーワ」
興和 先発品 5.80

内用薬 3999001Q2058 ラクツロース ６５％１ｍＬ モニラック・シロップ６５％ 中外製薬 先発品 ○ 6.40
内用薬 3999001Q2066 ラクツロース ６５％１ｍＬ ピアーレシロップ６５％ 高田製薬 後発品 4.80
内用薬 3999001Q2074 ラクツロース ６５％１ｍＬ リフォロースシロップ６５％ 大正薬品工業 後発品 4.80
内用薬 3999001Q3046 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ カロリールゼリー４０．４９６％ 佐藤製薬 後発品 3.60
内用薬 3999001Q3054 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ ラグノスゼリー分包１６．０５ｇ 三和化学研究所 後発品 3.60
内用薬 3999001R1030 ラクツロース ９５％１ｇ ピアーレＤＳ９５％ 高田製薬 後発品 6.20
内用薬 3999002F1020 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ブレディニン錠２５ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 163.70
内用薬 3999002F1039 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 97.30
内用薬 3999002F1047 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 97.30 H27.9.30まで
内用薬 3999002F1055 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠２５ｍｇ「ファイ マイラン製薬 後発品 97.30 H26.12.12収載
内用薬 3999002F2027 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ブレディニン錠５０ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 277.70
内用薬 3999002F2035 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 162.80
内用薬 3999002F2043 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 162.80 H27.9.30まで
内用薬 3999002F2051 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠５０ｍｇ「ファイ マイラン製薬 後発品 162.80 H26.12.12収載
内用薬 3999003F1017 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩１００ｍｇ 後発品 11.30
内用薬 3999003F1297 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 フオイパン錠１００ｍｇ 小野薬品工業 先発品 ○ 95.50
内用薬 3999004C1031 シクロスポリン １７％１ｇ シクロスポリン細粒１７％「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 902.60 H27.3.31まで

内用薬 3999004C1040 シクロスポリン １７％１ｇ シクロスポリン細粒１７％「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 902.60 H26.6.20収載

内用薬 3999004M1029 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル サンディミュンカプセル２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 271.50

内用薬 3999004M2025 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル サンディミュンカプセル５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 476.20

内用薬 3999004M3021 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル ネオーラル１０ｍｇカプセル ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 119.30

内用薬 3999004M3048 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル アマドラカプセル１０ｍｇ 東洋カプセル 後発品 84.40 H27.9.30まで
内用薬 3999004M3064 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ

「マイラン」
マイラン製薬 後発品 84.40 H27.3.31まで

内用薬 3999004M3080 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ
「ＢＭＤ」

ビオメディクス 後発品 84.40

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 59.90

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 59.90

内用薬 3999004M3110 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 84.40 H26.6.20収載

内用薬 3999004M3129 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ
「ＴＣ」

東洋カプセル 後発品 84.40 H26.12.12収載

内用薬 3999004M4028 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル ネオーラル２５ｍｇカプセル ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 252.20

内用薬 3999004M4044 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル アマドラカプセル２５ｍｇ 東洋カプセル 後発品 150.70 H27.9.30まで
内用薬 3999004M4079 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ

「マイラン」
マイラン製薬 後発品 150.70 H27.3.31まで

内用薬 3999004M4087 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ
「ＢＭＤ」

ビオメディクス 後発品 150.70

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 121.80

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 150.70

内用薬 3999004M4117 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 150.70 H26.6.20収載

内用薬 3999004M4125 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ
「ＴＣ」

東洋カプセル 後発品 150.70 H26.12.12収載

内用薬 3999004M5024 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル ネオーラル５０ｍｇカプセル ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 438.00

内用薬 3999004M5040 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル アマドラカプセル５０ｍｇ 東洋カプセル 後発品 266.10 H27.9.30まで
内用薬 3999004M5075 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ

「マイラン」
マイラン製薬 後発品 266.10 H27.3.31まで

内用薬 3999004M5083 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ
「ＢＭＤ」

ビオメディクス 後発品 266.10

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 210.50

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 210.50

内用薬 3999004M5113 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 266.10 H26.6.20収載

内用薬 3999004M5121 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ
「ＴＣ」

東洋カプセル 後発品 266.10 H26.12.12収載

内用薬 3999004S1036 シクロスポリン １０％１ｍＬ サンディミュン内用液１０％ ノバルティス
ファーマ

先発品 983.30

内用薬 3999004S2032 シクロスポリン １０％１ｍＬ ネオーラル内用液１０％ ノバルティス
ファーマ

先発品 928.60

内用薬 3999005F1016 アザチオプリン ５０ｍｇ１錠 局 アザチオプリン錠 148.50
内用薬 3999006A1030 Ｌ－システイン ３２％１ｇ ハイチオール散３２％ 久光製薬 後発品 12.10

内用薬 3999006F1037 Ｌ－システイン ４０ｍｇ１錠 ハイチオール錠４０ 久光製薬 後発品 5.60
内用薬 3999006F2033 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 ハイチオール錠８０ 久光製薬 後発品 5.60
内用薬 3999006F2041 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 エコラン錠８０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 5.60
内用薬 3999007F1031 イノシンプラノベクス ４００ｍｇ１錠 イソプリノシン錠４００ｍｇ 持田製薬 先発品 213.60
内用薬 3999008F1010 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン２００ｍｇ錠 後発品 9.50
内用薬 3999008F1273 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 オステン錠２００ｍｇ 武田薬品工業 先発品 ○ 37.60
内用薬 3999009F1030 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 エルカルチン錠１００ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 97.30 H28.3.31まで
内用薬 3999009F1049 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ

「イセイ」
コーアイセイ 後発品 58.40 H27.12.11収載

内用薬 3999009F1057 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 58.40 H27.12.11収載

内用薬 3999009F1065 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 58.40 H27.12.11収載

内用薬 3999009F2037 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 エルカルチン錠３００ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 292.00 H28.3.31まで
内用薬 3999009F2045 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ

「イセイ」
コーアイセイ 後発品 175.20 H27.12.11収載
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内用薬 3999009F2053 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 175.20 H27.12.11収載

内用薬 3999009F2061 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 175.20 H27.12.11収載

内用薬 3999010F1025 エチドロン酸二ナトリウ ２００ｍｇ１錠 局 ダイドロネル錠２００ 大日本住友製薬 先発品 401.70
内用薬 3999012D1023 サプロプテリン塩酸塩 ２．５％０．４ｇ１包 ビオプテン顆粒２．５％ 第一三共 先発品 3,690.00
内用薬 3999012D2020 サプロプテリン塩酸塩 １０％１ｇ１包 ビオプテン顆粒１０％ 第一三共 先発品 36,900.00
内用薬 3999013F1010 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット５０ｍｇ錠 後発品 30.90
内用薬 3999013F1061 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０「ＥＫ」 小林化工 後発品 46.10
内用薬 3999013F1070 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 46.10
内用薬 3999013F1096 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 46.10
内用薬 3999013F1100 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 46.10

内用薬 3999013F1134 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 キナルドース錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 46.10
内用薬 3999013F1142 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 キネアドール錠５０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 46.10 H27.9.30まで
内用薬 3999013F1150 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 キネグルコ錠５０ｍｇ メディサ新薬 後発品 64.60 H27.3.31まで
内用薬 3999013F1177 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 キネックス錠５０ テバ製薬 後発品 46.10
内用薬 3999013F1185 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 キネルダー錠５０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 46.10

内用薬 3999013F1193 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 キャルマック錠５０ｍｇ 第一三共エスファ 後発品 46.10 H28.3.31まで
内用薬 3999013F1207 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 サイロフト錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 46.10 H26.9.30まで
内用薬 3999013F1223 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 モネダックス錠５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 46.10 H27.10.1局方品

内用薬 3999013F1231 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 キネダック錠５０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 ○ 121.70
内用薬 3999013F1266 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 46.10
内用薬 3999013F1274 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「タカ

タ」
高田製薬 後発品 46.10

内用薬 3999013F1304 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 64.60

内用薬 3999013F1312 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 46.10

内用薬 3999013F1339 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 46.10

内用薬 3999013F1347 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ケミ
ファ」

メディサ新薬 後発品 64.60 H26.6.20収載

内用薬 3999013F1363 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「フ
ソー」

東菱薬品工業 後発品 46.10 H26.12.12収載

内用薬 3999013F1371 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 46.10 H27.6.19収載

内用薬 3999014D1022 タクロリムス水和物 ０．２ｍｇ１包 プログラフ顆粒０．２ｍｇ アステラス製薬 先発品 219.90
内用薬 3999014D2029 タクロリムス水和物 １ｍｇ１包 プログラフ顆粒１ｍｇ アステラス製薬 先発品 810.40
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 東和薬品 後発品 297.50
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 日医工 後発品 297.50
内用薬 3999014F1040 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「参天」 参天製薬 後発品 297.50 H28.3.31まで H26.12.12収載
内用薬 3999014F1058 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「あゆ あゆみ製薬 後発品 297.50 H27.12.11収載
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 519.30
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 519.30
内用薬 3999014F2046 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「参天」 参天製薬 後発品 519.30 H28.3.31まで H26.12.12収載
内用薬 3999014F2054 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 後発品 519.30 H27.12.11収載
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 東和薬品 後発品 725.60
内用薬 3999014F3034 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠１．５ｍｇ「参天」 参天製薬 後発品 725.60 H28.3.31まで H26.12.12収載
内用薬 3999014F3042 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠１．５ｍｇ「あゆ あゆみ製薬 後発品 725.60 H27.12.11収載
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 1,281.70
内用薬 3999014F4030 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 タクロリムス錠３ｍｇ「参天」 参天製薬 後発品 1,281.70 H28.3.31まで H26.12.12収載
内用薬 3999014F4049 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 タクロリムス錠３ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 後発品 1,281.70 H27.12.11収載
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 1,946.30
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 1,946.30
内用薬 3999014F5045 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「参天」 参天製薬 後発品 1,946.30 H28.3.31まで H26.12.12収載
内用薬 3999014F5053 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 後発品 1,946.30 H27.12.11収載
内用薬 3999014M1022 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル プログラフカプセル１ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 808.30
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 519.30

内用薬 3999014M1049 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「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 519.30 H27.6.19収載
内用薬 3999014M1057 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「サン

ド」
ニプロパッチ 後発品 519.30 H27.6.19収載

内用薬 3999014M1065 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「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 519.30 H27.6.19収載

内用薬 3999014M2029 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル プログラフカプセル０．５ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 458.10
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 297.50

内用薬 3999014M2045 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
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 297.50 H27.6.19収載

内用薬 3999014M2053 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
「サンド」

ニプロパッチ 後発品 297.50 H27.6.19収載

内用薬 3999014M2061 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
「ニプロ」

ニプロ 後発品 297.50 H27.6.19収載

内用薬 3999014M3025 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル プログラフカプセル５ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 3,094.70
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 1,946.30

内用薬 3999014M3041 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「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 1,946.30 H27.6.19収載
内用薬 3999014M3050 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「サン

ド」
ニプロパッチ 後発品 1,946.30 H27.6.19収載

内用薬 3999014M3068 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「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 1,946.30 H27.6.19収載

内用薬 3999014N1028 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル グラセプターカプセル０．５ｍｇ アステラス製薬 先発品 524.10
内用薬 3999014N2024 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル グラセプターカプセル１ｍｇ アステラス製薬 先発品 929.30
内用薬 3999014N3020 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル グラセプターカプセル５ｍｇ アステラス製薬 先発品 3,434.00
内用薬 3999015A1039 ラクチトール水和物 １ｇ ポルトラック原末 日本新薬 先発品 6.70
内用薬 3999016F1022 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトレート錠２ｍｇ 参天製薬 後発品 185.10
内用薬 3999016F1030 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠２ｍｇ「タナ 田辺三菱製薬 後発品 185.10
内用薬 3999016M1021 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局 リウマトレックスカプセル２ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 285.90
内用薬 3999016M1048 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局 トレキサメットカプセル２ｍｇ シオノケミカル 後発品 135.40 H28.3.31まで
内用薬 3999016M1056 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局 メトトレキサートカプセル２ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 135.40

内用薬 3999016M1064 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局 メトトレキサートカプセル２ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 185.10

内用薬 3999016M1072 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局 メトトレキサートカプセル２ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 185.10 H27.3.31まで

内用薬 3999016M1080 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局 メトトレキサートカプセル２ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 185.10 H26.5.30収載

内用薬 3999016M1099 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局 メトトレキサートカプセル２ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 135.40 H27.6.19収載

内用薬 3999017B1025 ミコフェノール酸 モ
フェチル

２００ｍｇ１ｍＬ（懸
濁後の内用液として）

セルセプト懸濁用散３１．８％ 中外製薬 先発品 248.70 H27.12.11収載

内用薬 3999017M1026 ミコフェノール酸 モ
フェチル

２５０ｍｇ１カプセル セルセプトカプセル２５０ 中外製薬 先発品 ○ 293.30

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２５０ｍｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 184.00

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２５０ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 184.00

内用薬 3999018F1021 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 フォサマック錠５ ＭＳＤ 先発品 ○ 100.90

内用薬 3999018F1030 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 ボナロン錠５ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 100.90

内用薬 3999018F1048 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 58.70

内用薬 3999018F1056 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 58.70

内用薬 3999018F1064 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 58.70 H27.3.31まで

内用薬 3999018F1072 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 45.90 H27.3.31まで

内用薬 3999018F1080 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 58.70
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内用薬 3999018F1099 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 58.70

内用薬 3999018F1102 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 45.90

内用薬 3999018F1110 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 45.90

内用薬 3999018F1129 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 45.90

内用薬 3999018F1137 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 58.70

内用薬 3999018F1145 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 45.90

内用薬 3999018F1153 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 45.90

内用薬 3999018F1161 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 58.70 H26.6.20収載

内用薬 3999018F1170 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 45.90 H26.6.20収載

内用薬 3999018F2028 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 フォサマック錠３５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 646.50

内用薬 3999018F2036 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 ボナロン錠３５ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 646.50

内用薬 3999018F2044 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 362.40

内用薬 3999018F2052 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 362.40

内用薬 3999018F2060 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 362.40

内用薬 3999018F2079 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 362.40 H27.3.31まで

内用薬 3999018F2087 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 362.40

内用薬 3999018F2095 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 314.70

内用薬 3999018F2109 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 314.70 H27.3.31まで

内用薬 3999018F2117 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 362.40

内用薬 3999018F2125 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 362.40

内用薬 3999018F2133 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 362.40

内用薬 3999018F2141 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 314.70

内用薬 3999018F2150 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 314.70

内用薬 3999018F2168 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 362.40 H26.6.20収載

内用薬 3999018F2176 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 314.70 H26.6.20収載

内用薬 3999018Q1022 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１包 ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 1,262.30

内用薬 3999019F1026 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 アクトネル錠２．５ｍｇ 味の素製薬 先発品 ○ 109.00

内用薬 3999019F1034 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 ベネット錠２．５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 ○ 109.00

内用薬 3999019F1042 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍ
ｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 62.40 H27.3.31まで

内用薬 3999019F1050 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 62.40

内用薬 3999019F1069 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 49.90

内用薬 3999019F1077 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 62.40

内用薬 3999019F1093 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 62.40

内用薬 3999019F1107 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 62.40

内用薬 3999019F1115 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 62.40

内用薬 3999019F1123 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 62.40

内用薬 3999019F1131 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 62.40

内用薬 3999019F1140 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ
「ユートク」

大興製薬 後発品 62.40

内用薬 3999019F1158 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍ
ｇ「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 62.40

内用薬 3999019F1166 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 49.90

内用薬 3999019F1174 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 49.90

内用薬 3999019F1182 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 62.40

内用薬 3999019F1190 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 49.90

内用薬 3999019F1204 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 62.40

内用薬 3999019F1212 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 62.40

内用薬 3999019F1220 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 62.40

内用薬 3999019F1239 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 62.40

内用薬 3999019F1247 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 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 49.90

内用薬 3999019F1255 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 49.90

内用薬 3999019F1263 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ塩錠２．５ｍｇ
「タナベ」

田辺三菱製薬 後発品 49.90

内用薬 3999019F2022 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 アクトネル錠１７．５ｍｇ 味の素製薬 先発品 ○ 679.80

内用薬 3999019F2030 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 ベネット錠１７．５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 ○ 679.80

内用薬 3999019F2049 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 315.90

内用薬 3999019F2057 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 315.90

内用薬 3999019F2065 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 378.00

内用薬 3999019F2073 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 378.00

内用薬 3999019F2081 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 315.90

内用薬 3999019F2090 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 378.00

内用薬 3999019F2103 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 378.00

内用薬 3999019F2111 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 378.00

内用薬 3999019F2120 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 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 315.90

内用薬 3999019F2138 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 315.90
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内用薬 3999019F2146 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 378.00

内用薬 3999019F2154 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「テバ」

大正薬品工業 後発品 378.00

内用薬 3999019F2162 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 378.00

内用薬 3999019F2170 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 378.00

内用薬 3999019F2189 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 378.00

内用薬 3999019F2197 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 378.00

内用薬 3999019F2200 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 378.00

内用薬 3999019F2219 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「ユートク」

大興製薬 後発品 378.00

内用薬 3999019F2227 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ塩錠１７．５ｍｇ
「タナベ」

田辺三菱製薬 後発品 315.90

内用薬 3999019F2235 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５
ｍｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 315.90

内用薬 3999019F2243 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５
ｍｇ「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 378.00

内用薬 3999019F3029 リセドロン酸ナトリウム
水和物

７５ｍｇ１錠 局 アクトネル錠７５ｍｇ 味の素製薬 先発品 2,987.30

内用薬 3999019F3037 リセドロン酸ナトリウム
水和物

７５ｍｇ１錠 局 ベネット錠７５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 2,987.30

内用薬 3999020F1029 レフルノミド １０ｍｇ１錠 アラバ錠１０ｍｇ サノフィ 先発品 177.70
内用薬 3999020F2025 レフルノミド ２０ｍｇ１錠 アラバ錠２０ｍｇ サノフィ 先発品 309.60
内用薬 3999020F3021 レフルノミド １００ｍｇ１錠 アラバ錠１００ｍｇ サノフィ 先発品 1,060.00
内用薬 3999021F1023 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 エビスタ錠６０ｍｇ 日本イーライリ

リー
先発品 ○ 118.00

内用薬 3999021F1031 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 70.80 H27.12.11収載

内用薬 3999022F1028 エベロリムス ０．２５ｍｇ１錠 サーティカン錠０．２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 679.20

内用薬 3999022F2024 エベロリムス ０．５ｍｇ１錠 サーティカン錠０．５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 1,204.40

内用薬 3999022F3020 エベロリムス ０．７５ｍｇ１錠 サーティカン錠０．７５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 1,738.80

内用薬 3999023F1022 シナカルセト塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 レグパラ錠２５ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 549.80
内用薬 3999023F2029 シナカルセト塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 レグパラ錠７５ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 1,011.70
内用薬 3999023F3025 シナカルセト塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 レグパラ錠１２．５ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 374.20 H27.5.29収載
内用薬 3999024M1034 ジアゾキシド ２５ｍｇ１カプセル ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「Ｍ

ＳＤ」
ＭＳＤ 先発品 259.00

内用薬 3999025F1021 ピルフェニドン ２００ｍｇ１錠 ピレスパ錠２００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 695.70
内用薬 3999026F1026 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ボノテオ錠１ｍｇ アステラス製薬 先発品 135.80
内用薬 3999026F1034 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 リカルボン錠１ｍｇ 小野薬品工業 先発品 135.80
内用薬 3999026F2022 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ボノテオ錠５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 3,502.40
内用薬 3999026F2030 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 リカルボン錠５０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 3,502.40
内用薬 3999027F1020 バゼドキシフェン酢酸塩 ２０ｍｇ１錠 ビビアント錠２０ｍｇ ファイザー 先発品 118.60
内用薬 3999028F1025 エルトロンボパグ オラ

ミン
１２．５ｍｇ１錠 レボレード錠１２．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 2,684.60

内用薬 3999028F2021 エルトロンボパグ オラ
ミン

２５ｍｇ１錠 レボレード錠２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 5,288.70

内用薬 3999029M1029 フィンゴリモド塩酸塩 ０．５ｍｇ１カプセル イムセラカプセル０．５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 8,148.70
内用薬 3999029M1037 フィンゴリモド塩酸塩 ０．５ｍｇ１カプセル ジレニアカプセル０．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 8,148.70

内用薬 3999030M1021 ミグルスタット １００ｍｇ１カプセル ブレーザベスカプセル１００ｍｇ アクテリオン
ファーマシュー
ティカルズジャパ
ン

先発品 10,080.00

内用薬 3999031F1027 イグラチモド ２５ｍｇ１錠 コルベット錠２５ｍｇ 富山化学工業 先発品 154.80
内用薬 3999031F1035 イグラチモド ２５ｍｇ１錠 ケアラム錠２５ｍｇ エーザイ 先発品 154.80
内用薬 3999032D1020 フェニル酪酸ナトリウム ９４％１ｇ ブフェニール顆粒 ９４％ オーファンパシ

フィック
先発品 855.50

内用薬 3999032F1021 フェニル酪酸ナトリウム ５００ｍｇ１錠 ブフェニール錠 ５００ｍｇ オーファンパシ
フィック

先発品 462.20

内用薬 3999033F1026 レボカルニチン １００ｍｇ１錠 エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ 大塚製薬 先発品 97.30 H26.11.28収載
内用薬 3999033F2022 レボカルニチン ２５０ｍｇ１錠 エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ 大塚製薬 先発品 292.00 H26.11.28収載
内用薬 3999033S1024 レボカルニチン １０％１ｍＬ エルカルチンＦＦ内用液１０％ 大塚製薬 先発品 72.40
内用薬 3999034F1020 トファシチニブクエン酸 ５ｍｇ１錠 ゼルヤンツ錠５ｍｇ ファイザー 先発品 2,611.50
内用薬 3999035A1028 ベタイン １ｇ サイスタダン原末 レクメド 先発品 448.10 H26.5.23収載
内用薬 3999036M1029 ニチシノン ２ｍｇ１カプセル オーファディンカプセル２ｍｇ アステラス製薬 先発品 3,960.60 H27.2.24収載
内用薬 3999036M2025 ニチシノン ５ｍｇ１カプセル オーファディンカプセル５ｍｇ アステラス製薬 先発品 8,649.00 H27.2.24収載
内用薬 3999036M3021 ニチシノン １０ｍｇ１カプセル オーファディンカプセル１０ｍｇ アステラス製薬 先発品 15,768.20 H27.2.24収載
内用薬 3999037M1023 エリグルスタット酒石酸

塩
１００ｍｇ１カプセル サデルガカプセル１００ｍｇ ジェンザイム・

ジャパン
先発品 76,925.90 H27.5.20収載

内用薬 3999038F1029 ヒドロキシクロロキン硫
酸塩

２００ｍｇ１錠 プラケニル錠２００ｍｇ サノフィ 先発品 418.90 H27.8.31収載

内用薬 3999039M1022 ニンテダニブエタンスル
ホン酸塩

１００ｍｇ１カプセル オフェブカプセル１００ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

先発品 4,382.90 H27.8.31収載

内用薬 3999039M2029 ニンテダニブエタンスル
ホン酸塩

１５０ｍｇ１カプセル オフェブカプセル１５０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

先発品 6,574.40 H27.8.31収載

内用薬 3999100D1037 Ｌ－アルギニン・Ｌ－ア
ルギニン塩酸塩

１ｇ アルギＵ配合顆粒 味の素製薬 先発品 46.70

内用薬 4191001F1037 アデニン １０ｍｇ１錠 ロイコン錠１０ｍｇ 大原薬品工業 5.60
内用薬 4211002F1044 シクロホスファミド水和 ５０ｍｇ１錠 局 エンドキサン錠５０ｍｇ 塩野義製薬 36.10 H27.10.1局方品

内用薬 4211002X1023 シクロホスファミド水和 １００ｍｇ１瓶 経口用エンドキサン原末１００ｍｇ 塩野義製薬 157.40
内用薬 4213002B1047 ブスルファン １％１ｇ マブリン散１％ 大原薬品工業 125.10
内用薬 4219002F1034 メルファラン ２ｍｇ１錠 アルケラン錠２ｍｇ アスペンジャパン 先発品 198.80
内用薬 4219003M1054 エストラムスチンリン酸

エステルナトリウム水和
１５６．７ｍｇ１カプ
セル

エストラサイトカプセル１５６．７
ｍｇ

日本新薬 先発品 ○ 370.80

内用薬 4219003M1062 エストラムスチンリン酸
エステルナトリウム水和

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

ビアセチルカプセル１５６．７ｍｇ 大正薬品工業 後発品 212.30

内用薬 4219003M1070 エストラムスチンリン酸
エステルナトリウム水和

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

プロエスタカプセル１５６．７ｍｇ シオノケミカル 後発品 212.30 H27.3.31まで

内用薬 4219004M1024 テモゾロミド ２０ｍｇ１カプセル テモダールカプセル２０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 3,370.10
内用薬 4219004M2020 テモゾロミド １００ｍｇ１カプセル テモダールカプセル１００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 16,859.20
内用薬 4221001B1052 メルカプトプリン水和物 １０％１ｇ ロイケリン散１０％ 大原薬品工業 78.00
内用薬 4222001F1027 メトトレキサート ２．５ｍｇ１錠 メソトレキセート錠２．５ｍｇ ファイザー 40.70
内用薬 4223002D1052 テガフール ５０％１ｇ ステロジン顆粒５０％ 寿製薬 後発品 111.90 H27.3.31まで
内用薬 4223002D2083 テガフール ５０％１ｇ フトラフール腸溶顆粒５０％ 大鵬薬品工業 先発品 419.40
内用薬 4223002M1010 テガフール ２００ｍｇ１カプセル テガフール２００ｍｇカプセル 後発品 24.40
内用薬 4223002M1419 テガフール ２００ｍｇ１カプセル フトラフールカプセル２００ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 143.60
内用薬 4223003F1031 フルオロウラシル ５０ｍｇ１錠 ５－ＦＵ錠５０協和 協和発酵キリン 先発品 177.40
内用薬 4223003F1066 フルオロウラシル ５０ｍｇ１錠 ルナポン錠５０ 沢井製薬 後発品 62.40 H27.3.31まで
内用薬 4223003F2038 フルオロウラシル １００ｍｇ１錠 ５－ＦＵ錠１００協和 協和発酵キリン 先発品 317.90
内用薬 4223003F2062 フルオロウラシル １００ｍｇ１錠 ルナポン錠１００ 沢井製薬 後発品 111.90 H27.3.31まで
内用薬 4223003R1011 フルオロウラシル ５０ｍｇ１ｇ フルオロウラシル５０ｍｇ１ｇシ

ロップ用
後発品 26.70

内用薬 4223004M1027 ドキシフルリジン １００ｍｇ１カプセル 局 フルツロンカプセル１００ 中外製薬 先発品 179.90
内用薬 4223004M2023 ドキシフルリジン ２００ｍｇ１カプセル 局 フルツロンカプセル２００ 中外製薬 先発品 277.30
内用薬 4223005F1022 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 ゼローダ錠３００ 中外製薬 先発品 360.50
内用薬 4224001M1020 シタラビン オクホス

ファート水和物
５０ｍｇ１カプセル スタラシドカプセル５０ 日本化薬 先発品 422.30

内用薬 4224001M2027 シタラビン オクホス
ファート水和物

１００ｍｇ１カプセル スタラシドカプセル１００ 日本化薬 先発品 721.60

内用薬 4229001M1027 ヒドロキシカルバミド ５００ｍｇ１カプセル ハイドレアカプセル５００ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

先発品 318.30

内用薬 4229002F1022 フルダラビンリン酸エス
テル

１０ｍｇ１錠 フルダラ錠１０ｍｇ サノフィ 先発品 3,741.70

内用薬 4229100D3023 テガフール・ウラシル １００ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ 大鵬薬品工業 先発品 328.80
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内用薬 4229100D4020 テガフール・ウラシル １５０ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ 大鵬薬品工業 先発品 488.90

内用薬 4229100D5026 テガフール・ウラシル ２００ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ２００ 大鵬薬品工業 先発品 646.70

内用薬 4229100M2035 テガフール・ウラシル １００ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 大鵬薬品工業 先発品 260.50

内用薬 4229101D1025 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 773.00

内用薬 4229101D1033 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

エスエーワン配合顆粒Ｔ２０ 沢井製薬 後発品 463.80 H27.6.19収載

内用薬 4229101D1041 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

エヌケーエスワン配合顆粒Ｔ２０ 日本化薬 後発品 463.80 H27.6.19収載

内用薬 4229101D2021 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 927.80

内用薬 4229101D2030 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

エスエーワン配合顆粒Ｔ２５ 沢井製薬 後発品 556.70 H27.6.19収載

内用薬 4229101D2048 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

エヌケーエスワン配合顆粒Ｔ２５ 日本化薬 後発品 556.70 H27.6.19収載

内用薬 4229101F1026 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 605.10

内用薬 4229101F2022 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 729.10

内用薬 4229101F3029 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

ＥＥエスワン配合錠Ｔ２０ エルメッド エー
ザイ

後発品 369.80 H26.12.12収載

内用薬 4229101F3037 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エスワンケーケー配合錠Ｔ２０ 小林化工 後発品 369.80 H26.12.12収載

内用薬 4229101F4025 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

ＥＥエスワン配合錠Ｔ２５ エルメッド エー
ザイ

後発品 446.30 H26.12.12収載

内用薬 4229101F4033 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エスワンケーケー配合錠Ｔ２５ 小林化工 後発品 446.30 H26.12.12収載

内用薬 4229101M1033 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 605.10

内用薬 4229101M1041 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

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 369.80

内用薬 4229101M1050 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

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Ｔ２
０

日本化薬 後発品 369.80

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

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Ｔ２
０

ニプロ 後発品 369.80

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

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 Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 369.80

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

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 369.80

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

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 369.80

内用薬 4229101M2030 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ティーエスワン配合カプセルＴ２５ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 729.10

内用薬 4229101M2048 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

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 446.30

内用薬 4229101M2056 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

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Ｔ２
５

日本化薬 後発品 446.30

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

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Ｔ２
５

ニプロ 後発品 446.30

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

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 Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 446.30

内用薬 4229101M2080 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

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 446.30

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

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 446.30

内用薬 4240001M1067 エトポシド ２５ｍｇ１カプセル ラステットＳカプセル２５ｍｇ 日本化薬 先発品 821.10
内用薬 4240001M1075 エトポシド ２５ｍｇ１カプセル ベプシドカプセル２５ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
先発品 821.10

内用薬 4240001M2063 エトポシド ５０ｍｇ１カプセル ラステットＳカプセル５０ｍｇ 日本化薬 先発品 1,558.00
内用薬 4240001M2071 エトポシド ５０ｍｇ１カプセル ベプシドカプセル５０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
先発品 1,558.00

内用薬 4291002M1036 プロカルバジン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍ
ｇ「中外」

中外製薬 先発品 368.30

内用薬 4291003F1015 タモキシフェンクエン酸 １０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩１０ｍｇ 後発品 42.30
内用薬 4291003F1155 タモキシフェンクエン酸 １０ｍｇ１錠 タスオミン錠１０ｍｇ バイエル薬品 後発品 99.30 H28.3.31まで
内用薬 4291003F1163 タモキシフェンクエン酸 １０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠１０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 167.70
内用薬 4291003F1201 タモキシフェンクエン酸 １０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「明治」 メディサ新薬 後発品 74.50
内用薬 4291003F1236 タモキシフェンクエン酸

塩
１０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「バイエ

ル」
バイエル薬品 後発品 99.30 H27.6.19収載

内用薬 4291003F2011 タモキシフェンクエン酸 ２０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩２０ｍｇ 後発品 76.20
内用薬 4291003F2046 タモキシフェンクエン酸 ２０ｍｇ１錠 タスオミン錠２０ｍｇ バイエル薬品 後発品 204.50 H28.3.31まで
内用薬 4291003F2054 タモキシフェンクエン酸 ２０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠２０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 322.40
内用薬 4291003F2089 タモキシフェンクエン酸 ２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「明治」 メディサ新薬 後発品 141.50
内用薬 4291003F2097 タモキシフェンクエン酸

塩
２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「バイエ

ル」
バイエル薬品 後発品 204.50 H27.6.19収載

内用薬 4291004C1030 ソブゾキサン ４００ｍｇ１包 ペラゾリン細粒４００ｍｇ 全薬工業 先発品 2,008.60
内用薬 4291004C2036 ソブゾキサン ８００ｍｇ１包 ペラゾリン細粒８００ｍｇ 全薬工業 先発品 3,544.70
内用薬 4291005F1030 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５「ＫＮ」 小林化工 後発品 170.30
内用薬 4291005F1057 フルタミド １２５ｍｇ１錠 オダイン錠１２５ｍｇ 日本化薬 先発品 ○ 292.90
内用薬 4291005F1065 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５ｍｇ「マイラ マイラン製薬 後発品 170.30 H27.3.31まで
内用薬 4291005F1073 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 170.30 H26.6.20収載

内用薬 4291006M1034 トレチノイン １０ｍｇ１カプセル ベサノイドカプセル１０ｍｇ 中外製薬 先発品 717.60
内用薬 4291007F1021 トレミフェンクエン酸塩 ４０ｍｇ１錠 フェアストン錠４０ 日本化薬 先発品 ○ 374.10
内用薬 4291007F1030 トレミフェンクエン酸塩 ４０ｍｇ１錠 トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 227.30
内用薬 4291007F2028 トレミフェンクエン酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェアストン錠６０ 日本化薬 先発品 ○ 563.70
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 336.10
内用薬 4291009F1039 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 カソデックス錠８０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 910.40
内用薬 4291009F1055 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 398.10
内用薬 4291009F1063 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 504.90
内用薬 4291009F1071 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 504.90
内用薬 4291009F1080 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 398.10
内用薬 4291009F1098 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 504.90
内用薬 4291009F1101 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 398.10
内用薬 4291009F1110 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 504.90
内用薬 4291009F1128 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 398.10
内用薬 4291009F1136 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 504.90
内用薬 4291009F1144 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 398.10
内用薬 4291009F1152 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「タイ テバ製薬 後発品 398.10 H27.3.31まで
内用薬 4291009F1160 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 398.10
内用薬 4291009F1179 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「マイラ マイラン製薬 後発品 398.10
内用薬 4291009F1187 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
後発品 504.90

内用薬 4291009F1195 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 504.90
内用薬 4291009F1209 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「オーハ 大原薬品工業 後発品 504.90
内用薬 4291009F1217 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 398.10
内用薬 4291009F1225 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ケミ 大興製薬 後発品 504.90
内用薬 4291009F1241 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 後発品 398.10

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 398.10
内用薬 4291009F1268 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 398.10 H26.6.20収載
内用薬 4291009F2027 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 910.40
内用薬 4291010F1015 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール１ｍｇ錠 後発品 163.60
内用薬 4291010F1031 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アリミデックス錠１ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 495.60
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 253.30

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 253.30
内用薬 4291010F1066 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＦＦ

Ｐ」
富士フイルム
ファーマ

後発品 253.30

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 292.40
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 253.30
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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 253.30
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 後発品 253.30
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 292.40
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 253.30

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 沢井製薬 後発品 253.30
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 サンド 後発品 253.30
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 253.30
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 東和薬品 後発品 253.30
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 日医工 後発品 253.30
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 253.30

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 Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 253.30

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 共和薬品工業 後発品 292.40
内用薬 4291011F1028 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 グリベック錠１００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 2,617.40

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 1,540.30

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 1,540.30
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 1,540.30
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 高田製薬 後発品 1,540.30
内用薬 4291011F1079 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＤＳＥ 第一三共エスファ 後発品 1,540.30 H26.6.20収載
内用薬 4291011F1087 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＳＫ エール薬品 後発品 1,540.30 H26.6.20収載
内用薬 4291011F1095 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 1,540.30 H26.6.20収載
内用薬 4291011F1109 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
後発品 1,540.30 H26.6.20収載

内用薬 4291011F1117 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「オーハ 大原薬品工業 後発品 1,386.30 H26.12.12収載
内用薬 4291011F1125 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ケミ 日本ケミファ 後発品 1,386.30 H26.12.12収載
内用薬 4291011F1133 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 1,386.30 H26.12.12収載
内用薬 4291011F1141 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 1,386.30 H27.6.19収載
内用薬 4291011F1150 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 1,386.30 H27.6.19収載
内用薬 4291011F1168 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 1,386.30 H27.6.19収載
内用薬 4291011F1176 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,386.30 H27.6.19収載
内用薬 4291011F1184 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 1,386.30 H27.6.19収載

内用薬 4291011F2024 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 2,953.20 H26.6.20収載
内用薬 4291011F2032 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
後発品 2,953.20 H26.6.20収載

内用薬 4291011F2040 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「ヤクル 高田製薬 後発品 2,953.20 H26.12.12収載
内用薬 4291011F2059 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 2,953.20 H27.6.19収載
内用薬 4291011F2067 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,953.20 H27.6.19収載
内用薬 4291011F2075 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 2,953.20 H27.12.11収載
内用薬 4291012F1022 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 アロマシン錠２５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 474.70
内用薬 4291012F1030 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 294.80
内用薬 4291012F1049 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 294.80

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 294.80
内用薬 4291013F1027 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 イレッサ錠２５０ アストラゼネカ 先発品 6,712.70
内用薬 4291014F1021 タミバロテン ２ｍｇ１錠 アムノレイク錠２ｍｇ 東光薬品工業 先発品 3,577.40
内用薬 4291015F1026 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 フェマーラ錠２．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 674.10

内用薬 4291015F1034 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 後発品 292.60 H27.6.19収載

内用薬 4291015F1042 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エー
ザイ

後発品 292.60 H27.6.19収載

内用薬 4291015F1050 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 292.60 H27.6.19収載
内用薬 4291015F1069 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＦＦ

Ｐ」
富士フイルム
ファーマ

後発品 292.60 H27.6.19収載

内用薬 4291015F1077 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 292.60 H27.6.19収載
内用薬 4291015F1085 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 292.60 H27.6.19収載
内用薬 4291015F1093 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 292.60 H27.6.19収載
内用薬 4291015F1107 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 292.60 H27.6.19収載
内用薬 4291015F1115 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ケミ

ファ」
ダイト 後発品 292.60 H27.6.19収載

内用薬 4291015F1123 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 292.60 H27.6.19収載
内用薬 4291015F1131 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 292.60 H27.6.19収載
内用薬 4291015F1140 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 292.60 H27.6.19収載
内用薬 4291015F1158 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「日医 日医工 後発品 292.60 H27.6.19収載
内用薬 4291015F1166 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ニプ ニプロ 後発品 292.60 H27.6.19収載
内用薬 4291015F1174 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 後発品 292.60 H27.6.19収載

内用薬 4291015F1182 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 292.60 H27.6.19収載

内用薬 4291015F1190 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ヤクル
ト」

富士化学工業 後発品 292.60 H27.6.19収載

内用薬 4291016F1020 エルロチニブ塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 タルセバ錠２５ｍｇ 中外製薬 先発品 1,978.30
内用薬 4291016F2027 エルロチニブ塩酸塩 １００ｍｇ１錠 タルセバ錠１００ｍｇ 中外製薬 先発品 7,272.50
内用薬 4291016F3023 エルロチニブ塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 タルセバ錠１５０ｍｇ 中外製薬 先発品 10,642.60
内用薬 4291017F1025 ソラフェニブトシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ネクサバール錠２００ｍｇ バイエル薬品 先発品 4,677.10
内用薬 4291018M1029 スニチニブリンゴ酸塩 １２．５ｍｇ１カプセ スーテントカプセル１２．５ｍｇ ファイザー 先発品 7,482.40
内用薬 4291019M1023 サリドマイド １００ｍｇ１カプセル サレドカプセル１００ 藤本製薬 先発品 6,758.10
内用薬 4291019M2020 サリドマイド ５０ｍｇ１カプセル サレドカプセル５０ 藤本製薬 先発品 5,670.30
内用薬 4291019M3026 サリドマイド ２５ｍｇ１カプセル サレドカプセル２５ 藤本製薬 先発品 4,757.60 H26.5.30収載
内用薬 4291020F1027 ダサチニブ水和物 ２０ｍｇ１錠 スプリセル錠２０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
先発品 4,008.70

内用薬 4291020F2023 ダサチニブ水和物 ５０ｍｇ１錠 スプリセル錠５０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

先発品 9,477.50

内用薬 4291021M1020 ニロチニブ塩酸塩水和物 ２００ｍｇ１カプセル タシグナカプセル２００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 4,738.80

内用薬 4291021M2027 ニロチニブ塩酸塩水和物 １５０ｍｇ１カプセル タシグナカプセル１５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 3,617.00

内用薬 4291022F1026 ラパチニブトシル酸塩水
和物

２５０ｍｇ１錠 タイケルブ錠２５０ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

先発品 1,667.00

内用薬 4291023F1020 エベロリムス ５ｍｇ１錠 アフィニトール錠５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 13,547.80

内用薬 4291023F2027 エベロリムス ２．５ｍｇ１錠 アフィニトール錠２．５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 6,992.80

内用薬 4291023X1026 エベロリムス ２ｍｇ１錠 アフィニトール分散錠２ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 5,529.90

内用薬 4291023X2022 エベロリムス ３ｍｇ１錠 アフィニトール分散錠３ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 8,092.50

内用薬 4291024M1024 レナリドミド水和物 ５ｍｇ１カプセル レブラミドカプセル５ｍｇ セルジーン 先発品 9,114.20
内用薬 4291024M2020 レナリドミド水和物 ２．５ｍｇ１カプセル レブラミドカプセル２．５ｍｇ セルジーン 先発品 7,647.10 H27.11.28収載
内用薬 4291025M1029 ボリノスタット １００ｍｇ１カプセル ゾリンザカプセル１００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 5,618.90
内用薬 4291026M1023 クリゾチニブ ２００ｍｇ１カプセル ザーコリカプセル２００ｍｇ ファイザー 先発品 9,690.00
内用薬 4291026M2020 クリゾチニブ ２５０ｍｇ１カプセル ザーコリカプセル２５０ｍｇ ファイザー 先発品 12,026.40
内用薬 4291027F1029 アキシチニブ １ｍｇ１錠 インライタ錠１ｍｇ ファイザー 先発品 2,063.50
内用薬 4291027F2025 アキシチニブ ５ｍｇ１錠 インライタ錠５ｍｇ ファイザー 先発品 9,354.20
内用薬 4291028F1023 パゾパニブ塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ヴォトリエント錠２００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 4,142.30

内用薬 4291029F1028 レゴラフェニブ水和物 ４０ｍｇ１錠 スチバーガ錠４０ｍｇ バイエル薬品 先発品 5,579.30
内用薬 4291030F1020 アファチニブマレイン酸

塩
２０ｍｇ１錠 ジオトリフ錠２０ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
先発品 5,840.70 H26.4.17収載

内用薬 4291030F2027 アファチニブマレイン酸
塩

３０ｍｇ１錠 ジオトリフ錠３０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

先発品 8,547.40 H26.4.17収載

内用薬 4291030F3023 アファチニブマレイン酸
塩

４０ｍｇ１錠 ジオトリフ錠４０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

先発品 11,198.50 H26.4.17収載

内用薬 4291030F4020 アファチニブマレイン酸
塩

５０ｍｇ１錠 ジオトリフ錠５０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

先発品 12,760.00 H26.4.17収載

内用薬 4291031M1024 エンザルタミド ４０ｍｇ１カプセル イクスタンジカプセル４０ｍｇ アステラス製薬 先発品 3,138.80 H26.5.23収載
内用薬 4291032M1029 アレクチニブ塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル アレセンサカプセル２０ｍｇ 中外製薬 先発品 901.70 H26.9.2収載
内用薬 4291032M2025 アレクチニブ塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル アレセンサカプセル４０ｍｇ 中外製薬 先発品 1,763.90 H26.9.2収載
内用薬 4291032M3021 アレクチニブ塩酸塩 １５０ｍｇ１カプセル アレセンサカプセル１５０ｍｇ 中外製薬 先発品 6,614.60 H27.11.28収載
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内用薬 4291033F1024 アビラテロン酢酸エステ ２５０ｍｇ１錠 ザイティガ錠２５０ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 3,690.90 H26.9.2収載
内用薬 4291034F1029 ルキソリチニブリン酸塩 ５ｍｇ１錠 ジャカビ錠５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 3,706.80 H26.9.2収載

内用薬 4291035F1023 シロリムス １ｍｇ１錠 ラパリムス錠１ｍｇ ノーベルファーマ 先発品 1,285.00 H26.9.2収載
内用薬 4291036F1028 ボスチニブ水和物 １００ｍｇ１錠 ボシュリフ錠１００ｍｇ ファイザー 先発品 3,791.00 H26.11.25収載
内用薬 4291037F1022 ベムラフェニブ ２４０ｍｇ１錠 ゼルボラフ錠２４０ｍｇ 中外製薬 先発品 4,935.50 H27.2.24収載
内用薬 4291038M1026 ポマリドミド １ｍｇ１カプセル ポマリストカプセル１ｍｇ セルジーン 先発品 42,624.80 H27.5.20収載
内用薬 4291038M2022 ポマリドミド ２ｍｇ１カプセル ポマリストカプセル２ｍｇ セルジーン 先発品 50,802.00 H27.5.20収載
内用薬 4291038M3029 ポマリドミド ３ｍｇ１カプセル ポマリストカプセル３ｍｇ セルジーン 先発品 56,294.50 H27.5.20収載
内用薬 4291038M4025 ポマリドミド ４ｍｇ１カプセル ポマリストカプセル４ｍｇ セルジーン 先発品 60,548.00 H27.5.20収載
内用薬 4291039M1020 レンバチニブメシル酸塩 ４ｍｇ１カプセル レンビマカプセル４ｍｇ エーザイ 先発品 3,956.40 H27.5.20収載
内用薬 4291039M2027 レンバチニブメシル酸塩 １０ｍｇ１カプセル レンビマカプセル１０ｍｇ エーザイ 先発品 9,354.20 H27.5.20収載
内用薬 4291040M1023 パノビノスタット乳酸塩 １０ｍｇ１カプセル ファリーダックカプセル１０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 36,583.90 H27.8.31収載

内用薬 4291040M2020 パノビノスタット乳酸塩 １５ｍｇ１カプセル ファリーダックカプセル１５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 54,875.80 H27.8.31収載

内用薬 4291041F1029 バンデタニブ １００ｍｇ１錠 カプレルサ錠１００ｍｇ アストラゼネカ 先発品 7,836.40 H27.11.26収載
内用薬 4299001A1114 かわらたけの菌糸体 １ｇ クレスチン細粒 クレハ 先発品 426.70
内用薬 4299002M1034 ウベニメクス １０ｍｇ１カプセル 局 ベスタチンカプセル１０ｍｇ 日本化薬 先発品 583.60
内用薬 4299002M2030 ウベニメクス ３０ｍｇ１カプセル 局 ベスタチンカプセル３０ｍｇ 日本化薬 先発品 1,443.20
内用薬 4299003M1020 アナグレリド塩酸塩水和

物
０．５ｍｇ１カプセル アグリリンカプセル０．５ｍｇ シャイアー・ジャ

パン
先発品 774.40 H26.11.25収載

内用薬 4299100F1026 トリフルリジン・チピラ
シル塩酸塩

１５ｍｇ１錠（トリフ
ルリジン相当量）

ロンサーフ配合錠Ｔ１５ 大鵬薬品工業 先発品 2,489.60 H26.5.23収載

内用薬 4299100F2022 トリフルリジン・チピラ
シル塩酸塩

２０ｍｇ１錠（トリフ
ルリジン相当量）

ロンサーフ配合錠Ｔ２０ 大鵬薬品工業 先発品 3,340.90 H26.5.23収載

内用薬 4300002M1029 ヨウ化ナトリウム（１２
３Ｉ）

３．７ＭＢｑ１カプセ
ル

局 ヨードカプセル－１２３ 日本メジフィジッ
クス

3,403.70

内用薬 4300003M3018 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

３．７ＭＢｑ１カプセ
ル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプ
セル

1,077.40

内用薬 4300003M5010 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

３７ＭＢｑ１カプセル 局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプ
セル

3,240.00

内用薬 4300003M6017 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１１１ＭＢｑ１カプセ
ル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプ
セル

6,480.00

内用薬 4300003M7013 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１８５ＭＢｑ１カプセ
ル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプ
セル

9,720.00

内用薬 4300003M8010 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１，１１０ＭＢｑ１カ
プセル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプ
セル

45,360.00

内用薬 4300003M9016 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１，８５０ＭＢｑ１カ
プセル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプ
セル

68,040.00

内用薬 4411001F1040 ジフェンヒドラミン塩酸 １０ｍｇ１錠 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 興和 5.90
内用薬 4411001F1059 ジフェンヒドラミン塩酸 １０ｍｇ１錠 ベナ錠１０ｍｇ 佐藤製薬 5.90
内用薬 4412002F1034 トリプロリジン塩酸塩水

和物
１ｍｇ１錠 ベネン錠１ｍｇ 佐藤製薬 6.00

内用薬 4413002B1030 ヒベンズ酸プロメタジン １０％１ｇ ヒベルナ散１０％ 田辺三菱製薬 6.20
内用薬 4413002C1035 プロメタジンメチレンジ

サリチル酸塩
１０％１ｇ ピレチア細粒１０％ 高田製薬 6.20

内用薬 4413002F1031 プロメタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ピレチア錠（５ｍｇ） 高田製薬 5.60
内用薬 4413002F1040 プロメタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ヒベルナ糖衣錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.60
内用薬 4413002F2054 プロメタジン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ピレチア錠（２５ｍｇ） 高田製薬 5.60
内用薬 4413002F2062 プロメタジン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.60
内用薬 4413003Q1037 アリメマジン酒石酸塩 ０．０５％１０ｍＬ アリメジンシロップ０．０５％ ニプロパッチ 23.90
内用薬 4413004C1042 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジン細粒０．６％「タイ テバ製薬 後発品 7.30
内用薬 4413004C2022 メキタジン ０．６％１ｇ ゼスラン小児用細粒０．６％ 旭化成ファーマ 先発品 66.10
内用薬 4413004C2030 メキタジン ０．６％１ｇ ニポラジン小児用細粒０．６％ アルフレッサ

ファーマ
先発品 66.10

内用薬 4413004F1170 メキタジン ３ｍｇ１錠 ハレムニン錠３ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60 H27.3.31まで
内用薬 4413004F1189 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 ヒスポラン錠３ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 4413004F1197 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 アリマン錠３ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60 H27.9.30まで
内用薬 4413004F1200 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 ニポラジン錠３ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 ○ 8.20

内用薬 4413004F1219 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「タイヨー」 テバ製薬 後発品 5.60 H27.10.1局方品

内用薬 4413004F1227 メキタジン ３ｍｇ１錠 シークナロン錠３ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60 H28.3.31まで
内用薬 4413004F1235 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 4413004F1243 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタミン錠３ｍｇ ダイト 後発品 5.60
内用薬 4413004F1251 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 ゼスラン錠３ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 8.20
内用薬 4413004F1260 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 ベナンザール錠３ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.60 H27.10.1局方品

内用薬 4413004F1278 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタゼノン錠３ｍｇ 日医工 後発品 5.60 H26.9.30まで
内用薬 4413004F1286 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60
内用薬 4413004F1294 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60 H26.6.20収載

H27.10.1局方
内用薬 4413004F1308 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60 H26.12.12収載
内用薬 4413004Q1058 メキタジン ０．０３％１ｍＬ ゼスラン小児用シロップ０．０３％ 旭化成ファーマ 先発品 6.90
内用薬 4413004Q1066 メキタジン ０．０３％１ｍＬ ニポラジン小児用シロップ０．０

３％
アルフレッサ
ファーマ

先発品 6.90

内用薬 4413004R1029 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジンＤＳ０．６％「ＫＮ」 小林化工 後発品 12.30
内用薬 4419001Q1082 ｄｌ－クロルフェニラミ

ンマレイン酸塩
０．０５％１０ｍＬ クロルフェニラミンマレイン酸塩・

シロップ０．０５％「ホエイ」
東洋製薬化成 後発品 8.30

内用薬 4419001Q1090 ｄｌ－クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩

０．０５％１０ｍＬ クロダミンシロップ０．０５％ 日医工 準先発品 ○ 8.50

内用薬 4419001Q1104 ｄｌ－クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩

０．０５％１０ｍＬ クロルフェニラミンマレイン酸塩シ
ロップ０．０５％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 8.30

内用薬 4419002B1033 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

１％１ｇ ポララミン散１％ 高田製薬 13.30

内用薬 4419002F1027 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

２ｍｇ１錠 ポララミン錠２ｍｇ 高田製薬 5.60

内用薬 4419002F1035 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

２ｍｇ１錠 ネオマレルミン錠２ｍｇ テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 4419002G1111 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

６ｍｇ１錠 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ テバ製薬 後発品 5.60

内用薬 4419002Q1087 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

０．０４％１０ｍＬ ポラジットシロップ０．０４％ 東和薬品 後発品 11.30 H26.9.30まで

内用薬 4419002Q1095 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

０．０４％１０ｍＬ ポララミンシロップ０．０４％ 高田製薬 準先発品 ○ 19.20

内用薬 4419002Q1109 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

０．０４％１０ｍＬ マゴチミンシロップ０．０４％ 鶴原製薬 後発品 11.30 H28.3.31まで

内用薬 4419002Q1117 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

０．０４％１０ｍＬ アニミングシロップ０．０４％ 日新製薬（山形） 後発品 11.30

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 11.30

内用薬 4419002Q1133 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％「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 11.30 H27.6.19収載

内用薬 4419002R1031 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

０．２％１ｇ ポララミンドライシロップ０．２％ 高田製薬 5.70

内用薬 4419003B1011 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩散 6.90

内用薬 4419003B1275 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 マレイン酸クロルフェニラミン散
１％「ＮＰ」

ニプロ 7.20 H27.3.31まで

内用薬 4419003B1283 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 ビスミラー散１％ 扶桑薬品工業 8.10

内用薬 4419003B1291 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩散
１％「日医工」

日医工 7.20

内用薬 4419003B1305 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 アレルギン散１％ 第一三共 8.10

内用薬 4419003B1313 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 ネオレスタミンコーワ散１％ 興和 8.10

内用薬 4419003B1321 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 ヒスタール散１％ ザイダスファーマ 7.20 H27.3.31まで

内用薬 4419003F1013 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

２ｍｇ１錠 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 8.50

内用薬 4419003F2010 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

４ｍｇ１錠 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 8.50

内用薬 4419003X1019 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１ｇ 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩 29.20
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内用薬 4419005B1045 シプロヘプタジン塩酸塩
水和物

１％１ｇ ペリアクチン散１％ 日医工 7.20

内用薬 4419005F1047 シプロヘプタジン塩酸塩
水和物

４ｍｇ１錠 ペリアクチン錠４ｍｇ 日医工 5.70

内用薬 4419005Q1072 シプロヘプタジン塩酸塩
水和物

０．０４％１０ｍＬ ペリアクチンシロップ０．０４％ 日医工 準先発品 ○ 17.80

内用薬 4419005Q1080 シプロヘプタジン塩酸塩
水和物

０．０４％１０ｍＬ シプロヘプタジン塩酸塩シロップ
０．０４％「タイヨー」

テバ製薬 後発品 9.90

内用薬 4419006F1351 ホモクロルシクリジン塩
酸塩

１０ｍｇ１錠 ホモクリシン錠１０ｍｇ ニプロ 後発品 5.40 H26.9.30まで

内用薬 4419006F1360 ホモクロルシクリジン塩
酸塩

１０ｍｇ１錠 ヒスタリジン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 4419006F1378 ホモクロルシクリジン塩
酸塩

１０ｍｇ１錠 ホモクロミン錠１０ｍｇ エーザイ 準先発品 ○ 6.50

内用薬 4419006F1394 ホモクロルシクリジン塩
酸塩

１０ｍｇ１錠 パルファード錠１０ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.40

内用薬 4419006F1408 ホモクロルシクリジン塩
酸塩

１０ｍｇ１錠 ベラホルテン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40 H27.9.30まで

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１０
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 4419006F1424 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１０
ｍｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.40 H26.12.12収載

内用薬 4419008B1073 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ タベジール散０．１％ ノバルティス
ファーマ

先発品 9.30

内用薬 4419008B2070 クレマスチンフマル酸塩 １％１ｇ タベジール散１％ ノバルティス
ファーマ

先発品 81.30

内用薬 4419008F1407 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 マルスチン錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 4419008F1415 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 インベスタン錠１ｍｇ 日医工 後発品 5.00
内用薬 4419008F1431 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 タベジール錠１ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 8.30

内用薬 4419008F1440 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 テルギンＧ錠１ｍｇ 高田製薬 後発品 5.00
内用薬 4419008F1458 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 ベナンジール錠１ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.00
内用薬 4419008F1466 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 クレマスチン錠１ｍｇ「タイヨー」 テバ製薬 後発品 5.00 H27.3.31まで
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 4419008Q1130 クレマスチンフマル酸塩 ０．０１％１０ｍＬ マスレチンシロップ０．０１％ シオエ製薬 後発品 13.10
内用薬 4419008Q1157 クレマスチンフマル酸塩 ０．０１％１０ｍＬ タベジールシロップ０．０１％ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 31.80

内用薬 4419008Q1165 クレマスチンフマル酸塩 ０．０１％１０ｍＬ インベスタンシロップ０．０１％ 日医工 後発品 17.30
内用薬 4419008R1020 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ インベスタンドライシロップ（０．

１％）
日医工 後発品 10.00

内用薬 4419008R1080 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ テルギンＧドライシロップ０．１％ 高田製薬 後発品 10.00
内用薬 4419008R1098 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ クレマニルドライシロップ０．１％ サンド 後発品 10.00 H28.3.31まで
内用薬 4419008R1101 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ クレ・ママレットドライシロップ

０．１％
昭和薬品化工 後発品 10.00

内用薬 4420001F1058 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 局 リドーラ錠３ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

先発品 ○ 94.40 H28.3.31まで H27.10.1局方品

内用薬 4420001F1066 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 局 グレリース錠３ｍｇ ダイト 後発品 48.70 H28.3.31まで
内用薬 4420001F1074 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 局 リザスト錠３ｍｇ 沢井製薬 後発品 37.60 H28.3.31まで
内用薬 4420001F1082 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 局 オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 37.60 H27.6.19収載
内用薬 4420002F1036 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシラント錠１００ 小林化工 後発品 34.70
内用薬 4420002F1109 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 レマルク錠１００ 大正薬品工業 後発品 25.90
内用薬 4420002F1117 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 リマチル錠１００ｍｇ 参天製薬 先発品 ○ 67.90
内用薬 4420002F1125 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシラミン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.90
内用薬 4420002F1133 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 25.90
内用薬 4420002F2059 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 リマチル錠５０ｍｇ 参天製薬 先発品 ○ 40.50
内用薬 4420002F2067 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシラミン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 19.50
内用薬 4420002F2075 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 レマルク錠５０ 大正薬品工業 後発品 19.50
内用薬 4420002F2083 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシラント錠５０ 小林化工 後発品 25.70
内用薬 4420002F2091 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシラミン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 19.50
内用薬 4490001C1056 クロモグリク酸ナトリウ １０％１ｇ インタール細粒１０％ サノフィ 先発品 ○ 94.70
内用薬 4490001C1064 クロモグリク酸ナトリウ １０％１ｇ プレント細粒１０％ 辰巳化学 後発品 31.20
内用薬 4490001C1072 クロモグリク酸ナトリウ １０％１ｇ アレルナート細粒１０％ ビオメディクス 後発品 31.20
内用薬 4490002C1018 トラニラスト １０％１ｇ トラニラスト１０％細粒 後発品 7.80
内用薬 4490002C1123 トラニラスト １０％１ｇ 局 リザベン細粒１０％ キッセイ薬品工業 先発品 ○ 54.70
内用薬 4490002M1013 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル トラニラスト１００ｍｇカプセル 後発品 7.70
内用薬 4490002M1315 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル 局 リザベンカプセル１００ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 ○ 51.20
内用薬 4490002R1010 トラニラスト ５％１ｇ トラニラスト５％シロップ用 後発品 9.00
内用薬 4490002R1142 トラニラスト ５％１ｇ 局 リザベンドライシロップ５％ キッセイ薬品工業 先発品 ○ 55.10
内用薬 4490003F1019 ケトチフェンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 ケトチフェンフマル酸塩１ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 4490003M1018 ケトチフェンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル ケトチフェンフマル酸塩１ｍｇカプ

セル
後発品 5.80

内用薬 4490003M1263 ケトチフェンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル ザジテンカプセル１ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 56.30

内用薬 4490003Q1010 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ケトチフェンフマル酸塩０．０２％
シロップ

後発品 6.40

内用薬 4490003Q1109 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ジキリオンシロップ０．０２％ 日医工 ★ 21.10
内用薬 4490003Q1125 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ザジテンシロップ０．０２％ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 20.80

内用薬 4490003R1015 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ケトチフェンフマル酸塩０．１％シ
ロップ用

後発品 8.50

内用薬 4490003R1228 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ザジテンドライシロップ０．１％ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 72.50

内用薬 4490004D1020 アゼラスチン塩酸塩 ０．２％１ｇ 局 アゼプチン顆粒０．２％ エーザイ 先発品 104.80
内用薬 4490004F1013 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩０．５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 4490004F1021 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼプチン錠０．５ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 32.40
内用薬 4490004F2010 アゼラスチン塩酸塩 １ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩１ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 4490004F2028 アゼラスチン塩酸塩 １ｍｇ１錠 アゼプチン錠１ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 41.80
内用薬 4490005F1018 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド３０ｍｇ錠 後発品 6.20
内用薬 4490005F1387 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 セルテクト錠３０ 協和発酵キリン 先発品 ○ 58.40
内用薬 4490005F1425 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 アデコック錠３０ｍｇ 日本薬品工業 後発品 21.70 H26.9.30まで
内用薬 4490005F1433 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ＥＭＥ サンノーバ 後発品 21.70
内用薬 4490005F1573 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ケミ 日本薬品工業 後発品 21.70
内用薬 4490005Q1035 オキサトミド ０．２％１ｍＬ セキタールシロップ０．２％ マイラン製薬 後発品 8.10 H28.3.31まで
内用薬 4490005Q1043 オキサトミド ０．２％１ｍＬ オキサトミドシロップ小児用０．

２％「ファイザー」
マイラン製薬 後発品 8.10 H27.6.19収載

内用薬 4490005R1014 オキサトミド ２％１ｇ オキサトミド２％シロップ用 後発品 10.30
内用薬 4490005R1308 オキサトミド ２％１ｇ セルテクトドライシロップ２％ 協和発酵キリン 先発品 ○ 97.90
内用薬 4490006F1020 アンレキサノクス ２５ｍｇ１錠 局 ソルファ２５ｍｇ錠 武田薬品工業 先発品 45.90
内用薬 4490006F2027 アンレキサノクス ５０ｍｇ１錠 局 ソルファ５０ｍｇ錠 武田薬品工業 先発品 66.00
内用薬 4490010N1021 イブジラスト １０ｍｇ１カプセル ケタスカプセル１０ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 24.70
内用薬 4490010N1048 イブジラスト １０ｍｇ１カプセル ピナトスカプセル１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 9.60
内用薬 4490011F1013 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 ペミロラストカリウム１０ｍｇ錠 後発品 24.60
内用薬 4490011F1021 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 アレギサール錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 86.50
内用薬 4490011F1030 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 ペミラストン錠１０ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 ○ 61.20

内用薬 4490011F1048 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 アルジキサール錠１０ テバ製薬 後発品 39.50
内用薬 4490011F1064 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 モナソサール錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 39.50
内用薬 4490011F1080 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 45.50

内用薬 4490011F2028 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 局 アレギサール錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 50.90
内用薬 4490011F2036 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 局 ペミラストン錠５ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 ○ 34.00

内用薬 4490011F2044 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 局 アルジキサール錠５ テバ製薬 後発品 21.00
内用薬 4490011F2052 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 局 モナソサール錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 21.00
内用薬 4490011F2079 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 局 タツモール錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 21.00 H27.9.30まで
内用薬 4490011F2087 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 局 ペミロラストＫ錠５ｍｇ「マイラ マイラン製薬 後発品 21.00
内用薬 4490011F2095 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 局 ペミロラストＫ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 21.00 H26.12.12収載
内用薬 4490011R1052 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ 局 タツモールドライシロップ０．５％ 辰巳化学 後発品 32.80 H27.9.30まで
内用薬 4490011R1060 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ 局 ペミラストンドライシロップ０．

５％
アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 60.40

内用薬 4490011R1079 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ 局 アレギサールドライシロップ０． 田辺三菱製薬 先発品 ○ 78.10
内用薬 4490011R1087 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ 局 ペミロラストＫドライシロップ０．

５％「マイラン」
マイラン製薬 後発品 48.10
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内用薬 4490011R1095 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ 局 ペミロラストＫドライシロップ０．
５％「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 32.80 H26.12.12収載

内用薬 4490012F1026 オザグレル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ドメナン錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 ○ 68.40
内用薬 4490012F1034 オザグレル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ベガ錠１００ｍｇ 小野薬品工業 先発品 ○ 70.40
内用薬 4490012F1042 オザグレル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 オザグレル錠１００「ＫＮ」 小林化工 後発品 38.40
内用薬 4490012F2022 オザグレル塩酸塩水和物 ２００ｍｇ１錠 ドメナン錠２００ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 ○ 111.90
内用薬 4490012F2030 オザグレル塩酸塩水和物 ２００ｍｇ１錠 ベガ錠２００ｍｇ 小野薬品工業 先発品 ○ 121.20
内用薬 4490012F2049 オザグレル塩酸塩水和物 ２００ｍｇ１錠 オザグレル錠２００「ＫＮ」 小林化工 後発品 58.40
内用薬 4490013M1020 エメダスチンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル ダレンカプセル１ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 36.80 H28.3.31まで
内用薬 4490013M1038 エメダスチンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル 局 レミカットカプセル１ｍｇ 興和 先発品 ○ 36.80
内用薬 4490013M1046 エメダスチンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル 局 エメロミンカプセル１ｍｇ 東和薬品 後発品 29.10
内用薬 4490013M2026 エメダスチンフマル酸塩 ２ｍｇ１カプセル ダレンカプセル２ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 47.50 H28.3.31まで
内用薬 4490013M2034 エメダスチンフマル酸塩 ２ｍｇ１カプセル 局 レミカットカプセル２ｍｇ 興和 先発品 ○ 47.50
内用薬 4490013M2042 エメダスチンフマル酸塩 ２ｍｇ１カプセル 局 エメロミンカプセル２ｍｇ 東和薬品 後発品 34.80
内用薬 4490014F1017 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩１０ｍｇ錠 後発品 21.10
内用薬 4490014F1025 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アレジオン錠１０ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
先発品 ○ 101.80

内用薬 4490014F1050 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アルピード錠１０ ダイト 後発品 60.20
内用薬 4490014F1130 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン錠１０ｍｇ「ＫＴ」 寿製薬 後発品 44.40
内用薬 4490014F1203 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ユピテル錠１０ 岩城製薬 後発品 44.40
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 60.20

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 44.40

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 44.40

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 44.40

内用薬 4490014F2013 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩２０ｍｇ錠 後発品 33.00
内用薬 4490014F2021 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アレジオン錠２０ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
先発品 ○ 135.00

内用薬 4490014F2030 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ユピテル錠２０ 岩城製薬 後発品 56.20
内用薬 4490014F2056 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン錠２０ｍｇ「ＫＴ」 寿製薬 後発品 56.20
内用薬 4490014F2080 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アルピード錠２０ ダイト 後発品 82.90
内用薬 4490014F2153 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 チムケント錠２０ 日新製薬（山形） 後発品 56.20 H28.3.31まで
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 82.90

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 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 56.20

内用薬 4490014F2331 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 56.20 H27.12.11収載

内用薬 4490014R1021 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ アレジオンドライシロップ１％ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

先発品 ○ 90.90

内用薬 4490014R1030 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ アズサレオン小児用ドライシロップ
１％

シオノケミカル 後発品 34.90

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

日医工 後発品 34.90

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 34.90

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 58.20

内用薬 4490014S1040 エピナスチン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ エピナスチン塩酸塩内用液０．２％
「タイヨー」

テバ製薬 後発品 22.60

内用薬 4490016M1023 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル アイピーディカプセル５０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 42.10
内用薬 4490016M1031 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル トシラートカプセル５０ｍｇ 東和薬品 後発品 33.40
内用薬 4490016M1040 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５

０ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 33.40

内用薬 4490016M1066 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５
０ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 後発品 33.40 H26.9.30まで

内用薬 4490016M1074 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル５
０ｍｇ「タイヨー」

テバ製薬 後発品 33.40 H28.3.31まで

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５
０ｍｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 33.40

内用薬 4490016M1090 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５
０ｍｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 33.40 H27.12.11収載

内用薬 4490016M2020 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル アイピーディカプセル１００ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 50.80
内用薬 4490016M2038 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１

００ｍｇ「タイヨー」
テバ製薬 後発品 33.70 H28.3.31まで

内用薬 4490016M2046 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル トシラートカプセル１００ｍｇ 東和薬品 後発品 33.70
内用薬 4490016M2062 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１

００ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 33.70

内用薬 4490016M2070 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１
００ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 後発品 33.70 H26.9.30まで

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１
００ｍｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 33.70

内用薬 4490016M2097 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１
００ｍｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 33.70 H27.12.11収載

内用薬 4490016R1020 スプラタストトシル酸塩 ５％１ｇ アイピーディドライシロップ５％ 大鵬薬品工業 先発品 57.90
内用薬 4490017F1029 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５「Ｅ 小林化工 後発品 33.70
内用薬 4490017F1037 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ

「ＡＦＰ」
アルフレッサ
ファーマ

後発品 33.70

内用薬 4490017F1045 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ
「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 33.70

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 33.70

内用薬 4490017F1061 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ
「日医工」

ヤクハン製薬 後発品 33.70 H26.12.12収載

内用薬 4490017F2025 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５「ＥＫ」 小林化工 後発品 60.00
内用薬 4490017F2033 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＡＦ

Ｐ」
アルフレッサ
ファーマ

後発品 60.00

内用薬 4490017F2041 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 60.00

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「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 後発品 60.00

内用薬 4490017F2068 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト錠２２５ｍｇ「日医
工」

ヤクハン製薬 後発品 60.00 H26.12.12収載

内用薬 4490017M1036 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

オノンカプセル１１２．５ｍｇ 小野薬品工業 先発品 ○ 58.80

内用薬 4490017M1044 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５
ｍｇ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 33.70

内用薬 4490017M1052 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５
ｍｇ「科研」

シオノケミカル 後発品 33.70

内用薬 4490017M1060 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５
ｍｇ「タイヨー」

テバ製薬 後発品 33.70

内用薬 4490017M1079 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 33.70

内用薬 4490017M1087 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 33.70

内用薬 4490017M1095 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５
ｍｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 33.70 H27.9.30まで

内用薬 4490017M1109 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 33.70

内用薬 4490017M1117 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１２．５
ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 33.70 H26.12.12収載

内用薬 4490017M2024 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１カプセル プランルカストカプセル２２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 60.00 H26.6.20収載

内用薬 4490017R1033 プランルカスト水和物 １０％１ｇ オノンドライシロップ１０％ 小野薬品工業 先発品 ○ 77.40
内用薬 4490017R1041 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１

０％「ＡＦＰ」
アルフレッサ
ファーマ

後発品 39.10
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内用薬 4490017R1050 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１
０％「ＤＫ」

大興製薬 後発品 46.50

内用薬 4490017R1068 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＥＫ」 小林化工 後発品 46.50
内用薬 4490017R1084 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１

０％「ＮＰ」
ニプロ 後発品 39.10

内用薬 4490017R1106 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＴＹ 大正薬品工業 後発品 46.50
内用薬 4490017R1114 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「アメ 共和薬品工業 後発品 46.50
内用薬 4490017R1122 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 46.50

内用薬 4490017R1130 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「サワ 沢井製薬 後発品 46.50
内用薬 4490017R1149 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１

０％「タイヨー」
テバ製薬 後発品 46.50

内用薬 4490017R1157 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「タカ 高田製薬 後発品 46.50
内用薬 4490017R1165 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「トー 東和薬品 後発品 46.50
内用薬 4490017R1173 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「日医 日医工 後発品 46.50
内用薬 4490017R1181 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＴＣ 辰巳化学 後発品 46.50
内用薬 4490017R1190 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１

０％「マイラン」
マイラン製薬 後発品 46.50 H27.9.30まで

内用薬 4490017R1203 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１
０％「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 46.50

内用薬 4490017R1211 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１
０％「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 46.50 H26.12.12収載

内用薬 4490018D1022 セラトロダスト １０％１ｇ ブロニカ顆粒１０％ 武田薬品工業 先発品 353.10
内用薬 4490018F1023 セラトロダスト ４０ｍｇ１錠 ブロニカ錠４０ 武田薬品工業 先発品 176.80
内用薬 4490018F2020 セラトロダスト ８０ｍｇ１錠 ブロニカ錠８０ 武田薬品工業 先発品 275.50
内用薬 4490019F1028 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバステル錠５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 76.00
内用薬 4490019F1036 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 29.90
内用薬 4490019F1044 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 29.90
内用薬 4490019F1052 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 48.40 H28.3.31まで
内用薬 4490019F1060 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 48.40
内用薬 4490019F1079 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 48.40
内用薬 4490019F1087 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 48.40
内用薬 4490019F1095 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 48.40
内用薬 4490019F1109 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 48.40
内用薬 4490019F1117 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.40
内用薬 4490019F1125 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 48.40
内用薬 4490019F1133 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 48.40
内用薬 4490019F1141 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 48.40
内用薬 4490019F1150 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 48.40 H27.3.31まで
内用薬 4490019F1168 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 29.90
内用薬 4490019F1176 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 29.90
内用薬 4490019F2024 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバステル錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 100.50
内用薬 4490019F2032 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 47.10
内用薬 4490019F2040 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 47.10
内用薬 4490019F2059 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 63.50 H28.3.31まで
内用薬 4490019F2067 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 63.50
内用薬 4490019F2075 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 47.10
内用薬 4490019F2083 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.50
内用薬 4490019F2091 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 63.50
内用薬 4490019F2105 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 63.50
内用薬 4490019F2113 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 63.50
内用薬 4490019F2121 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 63.50
内用薬 4490019F2130 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 63.50
内用薬 4490019F2148 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 63.50
内用薬 4490019F2156 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 63.50 H27.3.31まで
内用薬 4490019F2164 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 47.10
内用薬 4490019F2172 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ファイ ファイザー 後発品 47.10
内用薬 4490019F3020 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバステルＯＤ錠５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 76.00
内用薬 4490019F3039 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 48.40
内用薬 4490019F3047 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 48.40 H28.3.31まで
内用薬 4490019F3055 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 48.40
内用薬 4490019F3063 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 48.40 H28.3.31まで
内用薬 4490019F3071 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 29.90
内用薬 4490019F3080 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 48.40
内用薬 4490019F3098 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ケミ 日本ケミファ 後発品 48.40
内用薬 4490019F3101 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.40
内用薬 4490019F3110 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「タイ テバ製薬 後発品 48.40
内用薬 4490019F3128 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 48.40
内用薬 4490019F3136 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 48.40
内用薬 4490019F3144 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 48.40
内用薬 4490019F3152 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 48.40
内用薬 4490019F3160 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 29.90
内用薬 4490019F3179 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 後発品 29.90

内用薬 4490019F4027 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバステルＯＤ錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 100.50
内用薬 4490019F4035 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 63.50
内用薬 4490019F4043 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＭＥ メディサ新薬 後発品 63.50 H28.3.31まで
内用薬 4490019F4051 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 47.10
内用薬 4490019F4060 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 63.50 H28.3.31まで
内用薬 4490019F4078 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 47.10
内用薬 4490019F4086 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 63.50
内用薬 4490019F4094 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ

ファ」
日本ケミファ 後発品 63.50

内用薬 4490019F4108 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 63.50
内用薬 4490019F4116 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 63.50

内用薬 4490019F4124 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「タカ 高田製薬 後発品 63.50
内用薬 4490019F4132 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「日医 日医工 後発品 63.50
内用薬 4490019F4140 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 63.50
内用薬 4490019F4159 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 63.50
内用薬 4490019F4167 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 47.10
内用薬 4490019F4175 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 後発品 47.10

内用薬 4490020F1012 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩５ｍｇ錠 後発品 19.40
内用薬 4490020F1020 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ジルテック錠５ ユーシービージャ

パン
先発品 ○ 82.50

内用薬 4490020F1063 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＴ 寿製薬 後発品 45.50
内用薬 4490020F1080 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＮ 日新製薬（山形） 後発品 31.90
内用薬 4490020F1144 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯ 東亜薬品 後発品 45.50
内用薬 4490020F1179 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 31.90
内用薬 4490020F1195 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 31.90
内用薬 4490020F1209 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 45.50
内用薬 4490020F1225 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 45.50
内用薬 4490020F1233 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 31.90 H27.3.31まで

内用薬 4490020F1241 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカ 高田製薬 後発品 45.50
内用薬 4490020F1250 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タナ 田辺三菱製薬 後発品 45.50
内用薬 4490020F1284 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 45.50
内用薬 4490020F1292 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医 日医工 後発品 45.50
内用薬 4490020F1314 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ 日本薬品工業 後発品 31.90
内用薬 4490020F1322 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 31.90 H27.3.31まで

内用薬 4490020F1357 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 31.90 H26.6.20収載

内用薬 4490020F2019 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩１０ｍｇ錠 後発品 26.20
内用薬 4490020F2027 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ジルテック錠１０ ユーシービージャ

パン
先発品 ○ 102.30

内用薬 4490020F2060 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＴ
Ｂ」

寿製薬 後発品 46.20

内用薬 4490020F2086 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＮ
Ｐ」

日新製薬（山形） 後発品 46.20

内用薬 4490020F2140 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 61.10

内用薬 4490020F2167 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 46.20
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内用薬 4490020F2175 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 46.20

内用薬 4490020F2191 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０「オーハ 大原薬品工業 後発品 46.20
内用薬 4490020F2205 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「科 ダイト 後発品 61.10
内用薬 4490020F2221 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 61.10

内用薬 4490020F2248 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 61.10

内用薬 4490020F2256 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 61.10

内用薬 4490020F2280 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 61.10

内用薬 4490020F2299 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 46.20

内用薬 4490020F2310 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 後発品 46.20

内用薬 4490020F2329 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 46.20 H27.3.31まで

内用薬 4490020F2337 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０「ＮＵＰ」 ザイダスファーマ 後発品 46.20 H27.3.31まで
内用薬 4490020F2345 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 46.20 H26.5.30収載
内用薬 4490020F2353 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ファ

イザー」
マイラン製薬 後発品 46.20 H26.6.20収載

内用薬 4490020F3023 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 45.50

内用薬 4490020F4020 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 61.10

内用薬 4490020R1027 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ ジルテックドライシロップ１．２
５％

ユーシービージャ
パン

先発品 ○ 266.20

内用薬 4490020R1035 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩ＤＳ１．２５％
「タカタ」

高田製薬 後発品 157.40

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 157.40

内用薬 4490021F1025 ラマトロバン ５０ｍｇ１錠 バイナス錠５０ｍｇ バイエル薬品 先発品 110.00
内用薬 4490021F2021 ラマトロバン ７５ｍｇ１錠 バイナス錠７５ｍｇ バイエル薬品 先発品 138.30
内用薬 4490022F1038 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 タリオン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 41.00 H27.10.1局方品

内用薬 4490022F2034 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 タリオン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 49.90 H27.10.1局方品

内用薬 4490022F3022 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 タリオンＯＤ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 41.00
内用薬 4490022F4029 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 49.90
内用薬 4490023F1024 フェキソフェナジン塩酸 ６０ｍｇ１錠 局 アレグラ錠６０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 71.90
内用薬 4490023F1032 フェキソフェナジン塩酸

塩
６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ

ｇ「ＥＥ」
エルメッド エー
ザイ

後発品 41.40

内用薬 4490023F1040 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 41.40

内用薬 4490023F1059 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 31.10

内用薬 4490023F1067 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 41.40

内用薬 4490023F1075 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ＫＯＧ」

興和 後発品 41.40

内用薬 4490023F1083 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 31.10

内用薬 4490023F1091 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ＳＡＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 41.40

内用薬 4490023F1105 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 41.40

内用薬 4490023F1113 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ＴＯＡ」

東亜薬品 後発品 41.40

内用薬 4490023F1121 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 41.40

内用薬 4490023F1130 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 41.40

内用薬 4490023F1148 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 41.40

内用薬 4490023F1156 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 31.10

内用薬 4490023F1164 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 41.40

内用薬 4490023F1172 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「三和」

日本薬品工業 後発品 31.10

内用薬 4490023F1180 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ダイト」

ダイト 後発品 41.40

内用薬 4490023F1199 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「テバ」

大正薬品工業 後発品 41.40

内用薬 4490023F1202 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 41.40

内用薬 4490023F1210 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「日新」

日新製薬（山形） 後発品 41.40

内用薬 4490023F1229 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 41.40

内用薬 4490023F1237 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 41.40

内用薬 4490023F1245 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「モチダ」

ニプロパッチ 後発品 31.10

内用薬 4490023F1253 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 31.10

内用薬 4490023F1261 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 31.10

内用薬 4490023F1270 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 31.10

内用薬 4490023F1288 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 31.10

内用薬 4490023F1296 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍ
ｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 31.10 H26.6.20収載

内用薬 4490023F2020 フェキソフェナジン塩酸 ３０ｍｇ１錠 局 アレグラ錠３０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 56.40
内用薬 4490023F2039 フェキソフェナジン塩酸

塩
３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ

ｇ「ＥＥ」
エルメッド エー
ザイ

後発品 31.90

内用薬 4490023F2047 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 31.90

内用薬 4490023F2055 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 24.30

内用薬 4490023F2063 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 31.90

内用薬 4490023F2071 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＫＯＧ」

興和 後発品 31.90

内用薬 4490023F2080 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 24.30

内用薬 4490023F2098 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＳＡＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 31.90

内用薬 4490023F2101 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 31.90

内用薬 4490023F2110 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＴＯＡ」

東亜薬品 後発品 31.90

内用薬 4490023F2128 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 31.90

内用薬 4490023F2136 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 31.90

内用薬 4490023F2144 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 31.90

内用薬 4490023F2152 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 24.30

内用薬 4490023F2160 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 31.90

内用薬 4490023F2179 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「三和」

日本薬品工業 後発品 24.30
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内用薬 4490023F2187 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ダイト」

ダイト 後発品 31.90

内用薬 4490023F2195 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「テバ」

大正薬品工業 後発品 31.90

内用薬 4490023F2209 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 31.90

内用薬 4490023F2217 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「日新」

日新製薬（山形） 後発品 31.90

内用薬 4490023F2225 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 31.90

内用薬 4490023F2233 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 31.90

内用薬 4490023F2241 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「モチダ」

ニプロパッチ 後発品 31.90

内用薬 4490023F2250 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 24.30

内用薬 4490023F2268 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 24.30

内用薬 4490023F2276 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 24.30

内用薬 4490023F2284 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 24.30

内用薬 4490023F2292 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍ
ｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 24.30 H26.6.20収載

内用薬 4490023F3027 フェキソフェナジン塩酸 ６０ｍｇ１錠 アレグラＯＤ錠６０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 71.90
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６

０ｍｇ「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

後発品 41.40

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６
０ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 31.10

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６
０ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 41.40

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６
０ｍｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 41.40

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６
０ｍｇ「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 31.10

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６
０ｍｇ「ＥＥ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 41.40

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６
０ｍｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 41.40

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６
０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 31.10

内用薬 4490023F3116 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６
０ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 41.40 H26.6.20収載

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３
０ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 24.30

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３
０ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 31.90

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３
０ｍｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 31.90

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３
０ｍｇ「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 後発品 24.30

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３
０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 24.30

内用薬 4490023F4074 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３
０ｍｇ「ＥＥ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 31.90 H26.6.20収載

内用薬 4490023F4082 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３
０ｍｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 31.90 H26.6.20収載

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 90.40

内用薬 4490023R1039 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％
「タカタ」

高田製薬 後発品 67.90 H26.6.20収載

内用薬 4490023R2027 フェキソフェナジン塩酸 ５％１ｇ アレグラドライシロップ５％ サノフィ 先発品 130.90 H26.4.17収載
内用薬 4490024F1029 ザフィルルカスト ２０ｍｇ１錠 アコレート錠２０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 102.50 H27.3.31まで
内用薬 4490025D1022 オロパタジン塩酸塩 ０．５％１ｇ アレロック顆粒０．５％ 協和発酵キリン 先発品 ○ 75.20
内用薬 4490025D1030 オロパタジン塩酸塩 ０．５％１ｇ オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％

「トーワ」
東和薬品 後発品 40.40 H26.12.12収載

内用薬 4490025D1049 オロパタジン塩酸塩 ０．５％１ｇ オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 40.40 H27.12.11収載

内用薬 4490025F1023 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アレロック錠２．５ 協和発酵キリン 先発品 ○ 44.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1031 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「ＡＡ」

ダイト 後発品 24.00 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1040 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「ＢＭＤ」

ビオメディクス 後発品 17.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1058 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 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 24.00 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1066 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 24.00 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1074 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 17.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1082 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 17.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1090 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「ＮＳＫＫ」

シオノケミカル 後発品 24.00 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1104 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「ＴＯＡ」

東亜薬品 後発品 17.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1112 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 24.00 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1120 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 24.00 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1139 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 24.00 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1147 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 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 17.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1155 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 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 24.00 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1163 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 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 24.00 H27.10.1局方品

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 24.00 H27.9.30まで

内用薬 4490025F1180 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「サトウ」

佐藤製薬 後発品 24.00 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1198 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 17.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1201 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 17.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1210 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 17.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1228 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「テバ」

大正薬品工業 後発品 17.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1236 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 24.00 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1244 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 17.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1252 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 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 24.00 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1260 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「マヤ」

摩耶堂製薬 後発品 17.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1279 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 24.00 H27.10.1局方品

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

興和 後発品 17.70 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F1295 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「クニヒロ」

皇漢堂製薬 後発品 24.00 H27.3.25収載
H27.10.1局方

内用薬 4490025F2020 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アレロック錠５ 協和発酵キリン 先発品 ○ 56.80 H27.10.1局方品
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内用薬 4490025F2038 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「Ａ ダイト 後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2046 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディクス 後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2054 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2062 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 25.90 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2070 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｋ 寿製薬 後発品 25.90 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2089 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 25.90 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2097 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＳ
ＫＫ」

シオノケミカル 後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2100 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2119 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2127 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｚ 全星薬品工業 後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2135 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 25.90 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2143 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2151 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 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 25.90 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2160 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 30.50 H27.10.1局方品

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 25.90 H27.9.30まで

内用薬 4490025F2186 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サト
ウ」

佐藤製薬 後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2194 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 25.90 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2208 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 25.90 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2216 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 25.90 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2224 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「テ 大正薬品工業 後発品 25.90 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2232 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2240 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 25.90 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2259 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2267 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「マ 摩耶堂製薬 後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2275 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 30.50 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2283 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

興和 後発品 25.90 H27.10.1局方品

内用薬 4490025F2291 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「クニ
ヒロ」

皇漢堂製薬 後発品 25.90 H27.3.25収載
H27.10.1局方

内用薬 4490025F3026 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アレロックＯＤ錠２．５ 協和発酵キリン 先発品 ○ 44.70
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２．５ｍ

ｇ「ＭＥＥＫ」
小林化工 後発品 17.70

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２．５ｍ
ｇ「イワキ」

岩城製薬 後発品 24.00

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２．５ｍ
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 17.70

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２．５ｍ
ｇ「テバ」

大正薬品工業 後発品 17.70

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２．５ｍ
ｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 24.00

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 24.00

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２．５ｍ
ｇ「ＡＡ」

ダイト 後発品 24.00

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２．５ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 24.00

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２．５ｍ
ｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 24.00

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２．５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 17.70

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２．５ｍ
ｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 24.00

内用薬 4490025F3140 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 24.00 H26.6.20収載

内用薬 4490025F3158 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 17.70 H26.12.12収載

内用薬 4490025F3166 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍ
ｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 24.00 H27.12.11収載

内用薬 4490025F4022 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アレロックＯＤ錠５ 協和発酵キリン 先発品 ○ 56.80
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

「ＭＥＥＫ」
小林化工 後発品 25.90

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 25.90

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 25.90

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 25.90

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 Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 30.50

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５
ｍｇ「マルホ」

救急薬品工業 後発品 30.50

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 30.50

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 25.90

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 30.50

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 25.90

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 30.50

内用薬 4490025F4146 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 30.50 H26.6.20収載

内用薬 4490025F4154 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 25.90 H26.12.12収載

内用薬 4490025F4162 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 25.90 H27.12.11収載

内用薬 4490026C1021 モンテルカストナトリウ ４ｍｇ１包 キプレス細粒４ｍｇ 杏林製薬 先発品 212.20
内用薬 4490026C1030 モンテルカストナトリウ ４ｍｇ１包 シングレア細粒４ｍｇ ＭＳＤ 先発品 212.20
内用薬 4490026F1044 モンテルカストナトリウ ５ｍｇ１錠 キプレスチュアブル錠５ｍｇ 杏林製薬 先発品 208.00
内用薬 4490026F1052 モンテルカストナトリウ ５ｍｇ１錠 シングレアチュアブル錠５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 208.00
内用薬 4490026F2040 モンテルカストナトリウ １０ｍｇ１錠 キプレス錠１０ｍｇ 杏林製薬 先発品 222.00
内用薬 4490026F2059 モンテルカストナトリウ １０ｍｇ１錠 シングレア錠１０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 222.00
内用薬 4490026F3020 モンテルカストナトリウ ５ｍｇ１錠 キプレス錠５ｍｇ 杏林製薬 先発品 166.20
内用薬 4490026F3039 モンテルカストナトリウ ５ｍｇ１錠 シングレア錠５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 166.20
内用薬 4490026F4027 モンテルカストナトリウ １０ｍｇ１錠 キプレスＯＤ錠１０ｍｇ 杏林製薬 先発品 222.00 H27.12.11収載
内用薬 4490026F4035 モンテルカストナトリウ １０ｍｇ１錠 シングレアＯＤ錠１０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 222.00 H27.12.11収載
内用薬 4490027F1022 ロラタジン １０ｍｇ１錠 クラリチン錠１０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 94.50
内用薬 4490027F1030 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 53.40
内用薬 4490027F1049 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エー

ザイ
後発品 53.40

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

後発品 53.40

内用薬 4490027F1065 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 53.40
内用薬 4490027F1073 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 53.40
内用薬 4490027F1081 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 53.40
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内用薬 4490027F1090 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 53.40
内用薬 4490027F1103 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 53.40
内用薬 4490027F1111 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 53.40
内用薬 4490027F1120 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ケミファ」 ダイト 後発品 53.40
内用薬 4490027F1146 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 53.40
内用薬 4490027F1154 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 53.40 H27.3.31まで
内用薬 4490027F1162 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 53.40
内用薬 4490027F1170 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 53.40
内用薬 4490027F1189 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイ ファイザー 後発品 53.40
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 53.40
内用薬 4490027F1200 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 53.40 H26.6.20収載
内用薬 4490027F2029 ロラタジン １０ｍｇ１錠 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 94.50
内用薬 4490027F2037 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 53.40
内用薬 4490027F2045 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 53.40
内用薬 4490027F2053 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド エー

ザイ
後発品 53.40

内用薬 4490027F2061 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 53.40

内用薬 4490027F2070 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 53.40
内用薬 4490027F2088 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 53.40
内用薬 4490027F2096 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 53.40
内用薬 4490027F2100 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「アメ 共和薬品工業 後発品 53.40
内用薬 4490027F2118 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 53.40

内用薬 4490027F2126 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

ダイト 後発品 53.40

内用薬 4490027F2142 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サワ 沢井製薬 後発品 53.40
内用薬 4490027F2150 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「タナ 長生堂製薬 後発品 53.40 H27.3.31まで
内用薬 4490027F2169 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「トー 東和薬品 後発品 53.40
内用薬 4490027F2177 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「日医 日医工 後発品 53.40
内用薬 4490027F2185 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 53.40
内用薬 4490027F2193 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 後発品 53.40

内用薬 4490027F2207 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 53.40 H28.3.31まで

内用薬 4490027F2215 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ
「モチダ」

救急薬品工業 後発品 53.40

内用薬 4490027F2223 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サン サンド 後発品 36.20
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 53.40

内用薬 4490027F2240 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹ 大正薬品工業 後発品 53.40
内用薬 4490027F2258 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 53.40 H26.6.20収載
内用薬 4490027R1029 ロラタジン １％１ｇ クラリチンドライシロップ１％ バイエル薬品 先発品 ○ 197.10
内用薬 4490027R1037 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンドライシロップ１％「Ｎ

Ｐ」
ニプロ 後発品 118.50

内用薬 4490027R1045 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「タナベ」 長生堂製薬 後発品 118.50 H27.3.31まで
内用薬 4490027R1053 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「トーワ」 東和薬品 後発品 118.50
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 118.50
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 118.50

内用薬 4490027R1088 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 118.50 H26.6.20収載
内用薬 4490028F1027 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ザイザル錠５ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
先発品 105.80

内用薬 4490028Q1028 レボセチリジン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ ザイザルシロップ０．０５％ グラクソ・スミス
クライン

先発品 19.60 H26.4.17収載

内用薬 4490029S1020 標準化スギ花粉エキス １０ｍＬ１瓶 シダトレンスギ花粉舌下液２００Ｊ
ＡＵ／ｍＬボトル

鳥居薬品 先発品 421.10 H26.9.2収載

内用薬 4490029S1038 標準化スギ花粉エキス １０ｍＬ１瓶 シダトレンスギ花粉舌下液２，００
０ＪＡＵ／ｍＬボトル

鳥居薬品 先発品 1,006.60 H26.9.2収載

内用薬 4490029S2026 標準化スギ花粉エキス １ｍＬ１包 シダトレンスギ花粉舌下液２，００
０ＪＡＵ／ｍＬパック

鳥居薬品 先発品 100.80 H26.9.2収載

内用薬 4490030F1024 ダニアレルゲンエキス １００ＩＲ１錠 アシテアダニ舌下錠１００単位（Ｉ
Ｒ）

塩野義製薬 先発品 67.10 H27.5.20収載

内用薬 4490030F2020 ダニアレルゲンエキス ３００ＩＲ１錠 アシテアダニ舌下錠３００単位（Ｉ
Ｒ）

塩野義製薬 先発品 201.20 H27.5.20収載

内用薬 4490031F1029 ダニアレルゲンエキス ３，３００ＪＡＵ１錠 ミティキュアダニ舌下錠３，３００
ＪＡＵ

鳥居薬品 先発品 66.40 H27.11.26収載

内用薬 4490031F2025 ダニアレルゲンエキス １０，０００ＪＡＵ１
錠

ミティキュアダニ舌下錠１０，００
０ＪＡＵ

鳥居薬品 先発品 201.20 H27.11.26収載

内用薬 4490100F1021 フェキソフェナジン塩酸
塩・塩酸プソイドエフェ
ドリン

１錠 ディレグラ配合錠 サノフィ 先発品 63.20

内用薬 5100001X1016 アキョウ １０ｇ アキョウ 70.50
内用薬 5100001X1024 アキョウ １０ｇ ウチダのアキョウＭ ウチダ和漢薬 71.90
内用薬 5100002A1018 アセンヤク １０ｇ 局 アセンヤク末 15.30
内用薬 5100003A1012 アマチャ １０ｇ 局 アマチャ末 45.50
内用薬 5100003X1015 アマチャ １０ｇ 局 アマチャ 46.00
内用薬 5100004A1017 アロエ １０ｇ 局 アロエ末 40.30
内用薬 5100005X1014 アンソッコウ １０ｇ 局 アンソッコウ 12.10
内用薬 5100006X1019 イレイセン １０ｇ 局 イレイセン 18.80
内用薬 5100006X1035 イレイセン １０ｇ 局 トチモトのイレイセン 栃本天海堂 19.00
内用薬 5100006X1043 イレイセン １０ｇ 局 ツムラの生薬イレイセン ツムラ 19.00
内用薬 5100006X1078 イレイセン １０ｇ 局 マツウラのイレイセン（調剤用） 松浦薬業 19.00
内用薬 5100007X1013 インチンコウ １０ｇ 局 インチンコウ 25.20
内用薬 5100007X1021 インチンコウ １０ｇ 局 ウチダのインチンコウＭ ウチダ和漢薬 27.40
内用薬 5100007X1030 インチンコウ １０ｇ 局 トチモトのインチンコウ 栃本天海堂 26.00
内用薬 5100007X1048 インチンコウ １０ｇ 局 ツムラの生薬インチンコウ ツムラ 28.00
内用薬 5100007X1056 インチンコウ １０ｇ 局 インチンコウダイコーＭ 大晃生薬 28.00
内用薬 5100007X1064 インチンコウ １０ｇ 局 花扇インチンコウＫ 小西製薬 28.00
内用薬 5100008X1018 ウイキョウ １０ｇ 局 ウイキョウ 18.00
内用薬 5100009X1012 ウコン １０ｇ 局 ウコン 9.70
内用薬 5100010X1015 ウズ １０ｇ ウズ 121.60
内用薬 5100010X1023 ウズ １０ｇ ウチダの烏頭 ウチダ和漢薬 135.10
内用薬 5100011X1010 ウバイ １０ｇ ウバイ 21.70
内用薬 5100012X1014 ウヤク １０ｇ 局 ウヤク 15.90
内用薬 5100012X1030 ウヤク １０ｇ 局 トチモトのウヤク 栃本天海堂 16.30
内用薬 5100013X1019 ウワウルシ １０ｇ 局 ウワウルシ 18.60
内用薬 5100014A1010 エイジツ １０ｇ 局 エイジツ末 12.80
内用薬 5100014X1013 エイジツ １０ｇ 局 エイジツ 10.20
内用薬 5100015X1018 エンゴサク １０ｇ 局 エンゴサク 24.80
内用薬 5100016X1012 エンメイソウ １０ｇ エンメイソウ 17.60
内用薬 5100017X1017 オウギ １０ｇ 局 オウギ 22.90
内用薬 5100017X1025 オウギ １０ｇ 局 ウチダのオウギＭ ウチダ和漢薬 25.50
内用薬 5100017X1033 オウギ １０ｇ 局 花扇オウギＫ 小西製薬 25.50
内用薬 5100017X1050 オウギ １０ｇ 局 オウギダイコーＭ 大晃生薬 25.50
内用薬 5100017X1084 オウギ １０ｇ 局 ツムラの生薬オウギ ツムラ 23.80
内用薬 5100017X1106 オウギ １０ｇ 局 トチモトのオウギ 栃本天海堂 23.80
内用薬 5100018A1019 オウギ １０ｇ オウギ末 27.40
内用薬 5100019A1013 オウゴン １０ｇ 局 オウゴン末 22.40
内用薬 5100019X1016 オウゴン １０ｇ 局 オウゴン 19.60
内用薬 5100020A1016 オウバク １０ｇ 局 オウバク末 30.40
内用薬 5100020X1019 オウバク １０ｇ 局 オウバク 26.80
内用薬 5100021X1013 オウヒ １０ｇ 局 オウヒ 10.50
内用薬 5100022A1015 オウレン １０ｇ 局 オウレン末 164.60
内用薬 5100022A1023 オウレン １０ｇ 局 ウチダのオウレン末Ｍ ウチダ和漢薬 170.50
内用薬 5100022X1018 オウレン １０ｇ 局 オウレン 88.70
内用薬 5100023A1010 オンジ １０ｇ 局 オンジ末 31.50
内用薬 5100023X1012 オンジ １０ｇ 局 オンジ 39.70
内用薬 5100024X1017 カイカ １０ｇ カイカ 14.10
内用薬 5100025X1011 ガイヨウ １０ｇ 局 ガイヨウ 12.90
内用薬 5100026X1016 カゴソウ １０ｇ 局 カゴソウ 17.50
内用薬 5100027X1010 カシ １０ｇ カシ 10.80
内用薬 5100028X1015 カシュウ １０ｇ 局 カシュウ 15.40
内用薬 5100028X1023 カシュウ １０ｇ 局 ウチダのカシュウＭ ウチダ和漢薬 16.70
内用薬 5100028X1031 カシュウ １０ｇ 局 トチモトのカシュウ 栃本天海堂 17.10
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内用薬 5100028X1040 カシュウ １０ｇ 局 花扇カシュウＫ 小西製薬 16.70
内用薬 5100029X1010 ガジュツ １０ｇ 局 ガジュツ 10.30
内用薬 5100029X1028 ガジュツ １０ｇ 局 ウチダのガジュツＭ ウチダ和漢薬 11.20
内用薬 5100029X1052 ガジュツ １０ｇ 局 トチモトのガジュツ 栃本天海堂 11.20
内用薬 5100029X1060 ガジュツ １０ｇ 局 高砂ガジュツＭ 高砂薬業 11.20
内用薬 5100030A1010 ガジュツ １０ｇ ガジュツ末 18.30
内用薬 5100031X1017 カッコウ １０ｇ 局 カッコウ 14.10
内用薬 5100032X1011 カッコン １０ｇ 局 カッコン 16.80
内用薬 5100033X1016 カッセキ １０ｇ 局 カッセキ 15.10
内用薬 5100033X1032 カッセキ １０ｇ 局 トチモトのカッセキ 栃本天海堂 15.50
内用薬 5100033X1040 カッセキ １０ｇ 局 花扇カッセキＫ 小西製薬 15.50
内用薬 5100034A1018 カノコソウ １０ｇ 局 カノコソウ末 49.70
内用薬 5100034X1010 カノコソウ １０ｇ 局 カノコソウ 45.20
内用薬 5100035X1015 カマラ １０ｇ カマラ 330.70
内用薬 5100036X1010 カロコン １０ｇ 局 カロコン 14.60
内用薬 5100036X1028 カロコン １０ｇ 局 ウチダのカロコンＭ ウチダ和漢薬 16.30
内用薬 5100036X1036 カロコン １０ｇ 局 花扇カロコンＫ 小西製薬 17.00
内用薬 5100036X1087 カロコン １０ｇ 局 ツムラの生薬カロコン ツムラ 15.70
内用薬 5100036X1095 カロコン １０ｇ 局 トチモトのカロコン 栃本天海堂 17.00
内用薬 5100036X1133 カロコン １０ｇ 局 マツウラのカロコン（医療用） 松浦薬業 15.30
内用薬 5100037X1014 カロニン １０ｇ カロニン 29.30
内用薬 5100038X1019 カンキョウ １０ｇ 局 カンキョウ 14.90
内用薬 5100038X1027 カンキョウ １０ｇ 局 ウチダのカンキョウＭ ウチダ和漢薬 15.20
内用薬 5100038X1035 カンキョウ １０ｇ 局 トチモトの乾姜 栃本天海堂 15.90
内用薬 5100038X1051 カンキョウ １０ｇ 局 マツウラのカンキョウ（調剤用） 松浦薬業 15.90
内用薬 5100038X1060 カンキョウ １０ｇ 局 花扇カンキョウＫ 小西製薬 15.90
内用薬 5100039A1010 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウ末 31.40
内用薬 5100039X1013 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウ 20.90
内用薬 5100040X1016 カンタリス １０ｇ カンタリス 208.30
内用薬 5100041A1018 カンテン １０ｇ 局 カンテン末 50.20
内用薬 5100042A1012 キキョウ １０ｇ 局 キキョウ末 25.40
内用薬 5100042X1015 キキョウ １０ｇ 局 キキョウ 27.70
内用薬 5100043X1010 キクカ １０ｇ 局 キクカ 21.60
内用薬 5100043X1028 キクカ １０ｇ 局 ウチダのキクカＭ ウチダ和漢薬 23.60
内用薬 5100043X1044 キクカ １０ｇ 局 花扇キクカＫ 小西製薬 23.60
内用薬 5100043X1052 キクカ １０ｇ 局 ツムラの生薬キクカ ツムラ 23.60
内用薬 5100044X1014 キササゲ １０ｇ 局 キササゲ 19.00
内用薬 5100045X1019 キジツ １０ｇ 局 キジツ 12.50
内用薬 5100045X1027 キジツ １０ｇ 局 ウチダのキジツＭ ウチダ和漢薬 14.10
内用薬 5100045X1035 キジツ １０ｇ 局 花扇キジツＫ 小西製薬 14.10
内用薬 5100045X1051 キジツ １０ｇ 局 キジツダイコーＭ 大晃生薬 14.10
内用薬 5100045X1060 キジツ １０ｇ 局 小島枳実Ｍ 小島漢方 13.20
内用薬 5100045X1086 キジツ １０ｇ 局 ツムラの生薬キジツ ツムラ 14.10
内用薬 5100045X1094 キジツ １０ｇ 局 トチモトのキジツ 栃本天海堂 14.10
内用薬 5100045X1124 キジツ １０ｇ 局 マツウラのキジツ（医療用） 松浦薬業 13.20
内用薬 5100046X1013 キッピ １０ｇ キッピ 12.20
内用薬 5100046X1021 キッピ １０ｇ ウチダのキッピＭ ウチダ和漢薬 12.80
内用薬 5100046X1030 キッピ １０ｇ トチモトのキッピ 栃本天海堂 12.80
内用薬 5100047A1015 キナ １０ｇ キナ末 12.20
内用薬 5100047X1018 キナ １０ｇ キナ 16.50
内用薬 5100048X1012 キョウカツ １０ｇ 局 キョウカツ 29.50
内用薬 5100048X1039 キョウカツ １０ｇ 局 トチモトのキョウカツ 栃本天海堂 31.00
内用薬 5100048X1047 キョウカツ １０ｇ 局 花扇キョウカツＫ 小西製薬 32.20
内用薬 5100048X1055 キョウカツ １０ｇ 局 ツムラの生薬キョウカツ ツムラ 32.20
内用薬 5100048X1063 キョウカツ １０ｇ 局 マツウラのキョウカツ（調剤用） 松浦薬業 31.00
内用薬 5100049X1017 キョウニン １０ｇ 局 キョウニン 15.60
内用薬 5100050X1010 キンギンカ １０ｇ キンギンカ 64.00
内用薬 5100051X1014 グアヤク脂 １０ｇ グアヤク脂 26.00
内用薬 5100052X1019 クコシ １０ｇ 局 クコシ 28.30
内用薬 5100053X1013 クコヨウ １０ｇ クコヨウ 13.70
内用薬 5100054A1015 クジン １０ｇ 局 クジン末 16.80
内用薬 5100054X1018 クジン １０ｇ 局 クジン 13.30
内用薬 5100054X1085 クジン １０ｇ 局 ツムラの生薬クジン ツムラ 14.00
内用薬 5100054X1093 クジン １０ｇ 局 トチモトのクジン 栃本天海堂 14.00
内用薬 5100055X1012 ケイガイ １０ｇ 局 ケイガイ 15.30
内用薬 5100055X1020 ケイガイ １０ｇ 局 ウチダのケイガイＭ ウチダ和漢薬 17.20
内用薬 5100055X1039 ケイガイ １０ｇ 局 花扇ケイガイＫ 小西製薬 17.20
内用薬 5100055X1063 ケイガイ １０ｇ 局 小島荊芥Ｍ 小島漢方 17.20
内用薬 5100055X1098 ケイガイ １０ｇ 局 トチモトのケイガイ 栃本天海堂 17.20
内用薬 5100056A1014 ケイヒ １０ｇ 局 ケイヒ末 21.50
内用薬 5100056X1017 ケイヒ １０ｇ 局 ケイヒ 15.90
内用薬 5100057X1011 ケツメイシ １０ｇ 局 ケツメイシ 6.20
内用薬 5100058X1016 ケンゴシ １０ｇ 局 ケンゴシ 9.50
内用薬 5100059X1010 ゲンジン １０ｇ ゲンジン 14.30
内用薬 5100059X1029 ゲンジン １０ｇ ウチダのゲンジンＭ ウチダ和漢薬 15.10
内用薬 5100059X1037 ゲンジン １０ｇ トチモトのゲンジン 栃本天海堂 15.10
内用薬 5100060A1010 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末 32.00
内用薬 5100060A1061 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末「ケンエー」 健栄製薬 32.50
内用薬 5100060A1185 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末Ｎ 日本粉末薬品 34.00
内用薬 5100060A1207 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末「マルイシ」 丸石製薬 32.50
内用薬 5100060A1215 ゲンチアナ １０ｇ 局 ※ ゲンチアナ末（山善） 山善製薬 34.00
内用薬 5100060A1231 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末「ヨシダ」 吉田製薬 33.50
内用薬 5100060A1290 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末「ＪＧ」 日本ジェネリック 34.00
内用薬 5100060X1013 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ 20.00
内用薬 5100061A1015 ゲンノショウコ １０ｇ 局 ゲンノショウコ末 19.00
内用薬 5100061X1018 ゲンノショウコ １０ｇ 局 ゲンノショウコ 19.00
内用薬 5100062X1012 コウカ １０ｇ 局 コウカ 48.40
内用薬 5100063X1017 コウジン １ｇ 局 コウジン 11.70
内用薬 5100063X1025 コウジン １ｇ 局 ウチダのコウジンＭ ウチダ和漢薬 12.80
内用薬 5100063X1041 コウジン １ｇ 局 花扇コウジンＫ 小西製薬 13.20
内用薬 5100063X1106 コウジン １ｇ 局 テイコク紅参（調剤用） 帝國漢方製薬 13.20
内用薬 5100063X1122 コウジン １ｇ 局 トチモトのコウジン 栃本天海堂 12.20
内用薬 5100063X1165 コウジン １ｇ 局 マツウラのコウジン（医療用） 松浦薬業 13.20
内用薬 5100063X1262 コウジン １ｇ 局 小島紅参Ｍ 小島漢方 12.10
内用薬 5100064A1027 コウジン １ｇ ウチダのコウジン末Ｍ ウチダ和漢薬 16.30
内用薬 5100064A1043 コウジン １ｇ 花扇コウジン末 小西製薬 13.90
内用薬 5100064A1051 コウジン １ｇ コウジン末鈴 鈴粉末薬品 17.80
内用薬 5100064A1159 コウジン １ｇ コウジン末「エシック」 国産薬品工業 13.30 H27.3.31まで
内用薬 5100064A1167 コウジン １ｇ 正官庄コウジン末 大木製薬 35.20
内用薬 5100064A1175 コウジン １ｇ 高砂コウジン末Ｍ 高砂薬業 17.80
内用薬 5100064A1183 コウジン １ｇ ツムラの生薬コウジン末（調剤用） ツムラ 36.10
内用薬 5100064A1205 コウジン １ｇ トチモトのコウジン末ＡＭ 栃本天海堂 18.10
内用薬 5100064A1221 コウジン １ｇ 日粉コウジン末Ｎ 日本粉末薬品 12.90
内用薬 5100064A1230 コウジン １ｇ ホンゾウコウジン末 本草製薬 10.80
内用薬 5100064A1248 コウジン １ｇ マツウラのコウジン末（調剤用） 松浦薬業 11.00
内用薬 5100064A1256 コウジン １ｇ マヤコウジン末 摩耶堂製薬 13.90
内用薬 5100064A1264 コウジン １ｇ 三和コウジン末 三和生薬 17.90 H28.3.31まで
内用薬 5100064A1272 コウジン １ｇ 薬師印のコウジン末 薬師製薬 16.30
内用薬 5100064A1280 コウジン １ｇ テイコク紅参末 帝國漢方製薬 17.80
内用薬 5100065A1013 コウブシ １０ｇ 局 コウブシ末 13.00
内用薬 5100065X1016 コウブシ １０ｇ 局 コウブシ 12.30
内用薬 5100065X1067 コウブシ １０ｇ 局 小島香附子Ｍ 小島漢方 12.40
内用薬 5100065X1083 コウブシ １０ｇ 局 ツムラの生薬コウブシ ツムラ 12.40
内用薬 5100065X1091 コウブシ １０ｇ 局 トチモトのコウブシ 栃本天海堂 12.40
内用薬 5100066X1010 コウベイ １０ｇ 局 コウベイ 8.50
内用薬 5100067A1012 コウボク １０ｇ 局 コウボク末 18.90
内用薬 5100067A1020 コウボク １０ｇ 局 ウチダのコウボク末Ｍ ウチダ和漢薬 21.00
内用薬 5100067A1063 コウボク １０ｇ 局 高砂コウボク末Ｍ 高砂薬業 21.00
内用薬 5100067X1015 コウボク １０ｇ 局 コウボク 17.90
内用薬 5100068X1010 コウホン １０ｇ コウホン 28.40
内用薬 5100068X1028 コウホン １０ｇ ウチダのコウホンＭ ウチダ和漢薬 29.60
内用薬 5100069X1014 ゴシツ １０ｇ 局 ゴシツ 17.00
内用薬 5100069X1030 ゴシツ １０ｇ 局 花扇ゴシツＫ 小西製薬 18.10
内用薬 5100069X1057 ゴシツ １０ｇ 局 ゴシツダイコーＭ 大晃生薬 17.90
内用薬 5100069X1081 ゴシツ １０ｇ 局 ツムラの生薬ゴシツ ツムラ 17.90
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内用薬 5100069X1090 ゴシツ １０ｇ 局 トチモトのゴシツ 栃本天海堂 18.80
内用薬 5100069X1103 ゴシツ １０ｇ 局 マツウラのゴシツ（医療用） 松浦薬業 17.90
内用薬 5100070X1017 ゴシュユ １０ｇ 局 ゴシュユ 28.30
内用薬 5100070X1025 ゴシュユ １０ｇ 局 ウチダのゴシュユＭ ウチダ和漢薬 32.60
内用薬 5100070X1033 ゴシュユ １０ｇ 局 花扇ゴシュユＫ 小西製薬 33.30
内用薬 5100070X1050 ゴシュユ １０ｇ 局 ゴシュユダイコーＭ 大晃生薬 31.00
内用薬 5100070X1068 ゴシュユ １０ｇ 局 小島呉茱萸Ｍ 小島漢方 29.40
内用薬 5100070X1084 ゴシュユ １０ｇ 局 ツムラの生薬ゴシュユ ツムラ 31.00
内用薬 5100070X1106 ゴシュユ １０ｇ 局 トチモトのゴシュユ 栃本天海堂 33.30
内用薬 5100070X1114 ゴシュユ １０ｇ 局 マツウラのゴシュユ（医療用） 松浦薬業 29.40
内用薬 5100071X1011 ゴボウシ １０ｇ 局 ゴボウシ 9.60
内用薬 5100072X1016 ゴミシ １０ｇ 局 ゴミシ 109.50
内用薬 5100072X1024 ゴミシ １０ｇ 局 ウチダのゴミシＭ ウチダ和漢薬 112.00
内用薬 5100072X1032 ゴミシ １０ｇ 局 花扇ゴミシＫ 小西製薬 119.20
内用薬 5100072X1083 ゴミシ １０ｇ 局 ツムラの生薬ゴミシ ツムラ 123.00
内用薬 5100072X1091 ゴミシ １０ｇ 局 トチモトのゴミシ 栃本天海堂 123.00
内用薬 5100072X1156 ゴミシ １０ｇ 局 ホリエ ゴミシＫ 堀江生薬 112.00
内用薬 5100073A1018 コロンボ １０ｇ 局 コロンボ末 15.10
内用薬 5100073X1010 コロンボ １０ｇ 局 コロンボ 12.10
内用薬 5100074X1015 コンズランゴ １０ｇ 局 コンズランゴ 12.20
内用薬 5100075X1010 サイコ １０ｇ 局 サイコ 45.30
内用薬 5100075X1087 サイコ １０ｇ 局 ツムラの生薬サイコ ツムラ 47.40
内用薬 5100076X1014 サイシン １０ｇ 局 サイシン 70.70
内用薬 5100077X1019 ザクロヒ １０ｇ ザクロヒ 61.00
内用薬 5100078X1013 サフラン １ｇ 局 サフラン 354.00
内用薬 5100078X1021 サフラン １ｇ 局 ウチダのサフランＭ ウチダ和漢薬 385.30
内用薬 5100078X1048 サフラン １ｇ 局 花扇サフランＫ 小西製薬 385.30
内用薬 5100078X1056 サフラン １ｇ 局 サフラン鈴 鈴粉末薬品 385.30
内用薬 5100078X1064 サフラン １ｇ 局 サフランダイコーＭ 大晃生薬 385.30
内用薬 5100078X1099 サフラン １ｇ 局 トチモトのサフラン 栃本天海堂 385.30
内用薬 5100079A1015 サンキライ １０ｇ 局 サンキライ末 14.70
内用薬 5100079X1018 サンキライ １０ｇ 局 サンキライ 14.70
内用薬 5100080X1010 サンザシ １０ｇ 局 サンザシ 10.50
内用薬 5100081A1012 サンシシ １０ｇ 局 サンシシ末 20.40
内用薬 5100081X1015 サンシシ １０ｇ 局 サンシシ 15.60
内用薬 5100082X1010 サンシュユ １０ｇ 局 サンシュユ 55.90
内用薬 5100082X1036 サンシュユ １０ｇ 局 花扇サンシュユＫ 小西製薬 61.70
内用薬 5100082X1087 サンシュユ １０ｇ 局 ツムラの生薬サンシュユ ツムラ 61.70
内用薬 5100082X1095 サンシュユ １０ｇ 局 トチモトのサンシュユ 栃本天海堂 57.90
内用薬 5100083A1011 サンショウ １０ｇ 局 サンショウ末 100.00
内用薬 5100083X1014 サンショウ １０ｇ 局 サンショウ 262.10
内用薬 5100084X1019 サンズコン １０ｇ サンズコン 12.90
内用薬 5100085X1013 サンソウニン １０ｇ 局 サンソウニン 45.60
内用薬 5100086X1018 サンヤク １０ｇ 局 サンヤク 18.40
内用薬 5100086X1026 サンヤク １０ｇ 局 ウチダのサンヤクＭ ウチダ和漢薬 19.60
内用薬 5100086X1034 サンヤク １０ｇ 局 花扇サンヤクＫ 小西製薬 21.70
内用薬 5100086X1069 サンヤク １０ｇ 局 小島山薬Ｍ 小島漢方 19.60
内用薬 5100086X1085 サンヤク １０ｇ 局 ツムラの生薬サンヤク ツムラ 21.70
内用薬 5100086X1093 サンヤク １０ｇ 局 トチモトのサンヤク 栃本天海堂 21.70
内用薬 5100086X1107 サンヤク １０ｇ 局 マツウラのサンヤク（医療用） 松浦薬業 18.80
内用薬 5100086X1140 サンヤク １０ｇ 局 ホリエ サンヤクＫ 堀江生薬 18.80
内用薬 5100087X1012 ジオウ １０ｇ 局 ジオウ 19.00
内用薬 5100088X1017 シオン １０ｇ シオン 10.80
内用薬 5100089X1011 ジコッピ １０ｇ 局 ジコッピ 10.70
内用薬 5100090X1014 シコン １０ｇ 局 シコン 31.20
内用薬 5100091X1019 シソシ １０ｇ シソシ 11.80
内用薬 5100092X1013 シツリシ １０ｇ 局 シツリシ 17.50
内用薬 5100092X1030 シツリシ １０ｇ 局 トチモトのシツリシ 栃本天海堂 19.10
内用薬 5100092X1056 シツリシ １０ｇ 局 花扇シツリシＫ 小西製薬 18.50
内用薬 5100093X1018 シテイ １０ｇ シテイ 14.40
内用薬 5100093X1034 シテイ １０ｇ トチモトのシテイ 栃本天海堂 14.90
内用薬 5100094A1010 シャクヤク １０ｇ 局 シャクヤク末 28.60
内用薬 5100094X1012 シャクヤク １０ｇ 局 シャクヤク 28.20
内用薬 5100095X1017 ジャショウシ １０ｇ 局 ジャショウシ 11.50
内用薬 5100096X1011 シャジン １０ｇ シャジン 16.00
内用薬 5100097X1016 シャゼンシ １０ｇ 局 シャゼンシ 12.10
内用薬 5100098X1010 シャゼンソウ １０ｇ 局 シャゼンソウ 13.20
内用薬 5100099X1023 ブシ １０ｇ 局 マツウラの修治附子（調剤用） 松浦薬業 133.20
内用薬 5100099X1031 ブシ １０ｇ 局 ウチダの修治ブシＭ ウチダ和漢薬 133.20
内用薬 5100100X1010 ジュウヤク １０ｇ 局 ジュウヤク 23.30
内用薬 5100101A1011 シュクシャ １０ｇ 局 シュクシャ末 54.90
内用薬 5100101X1014 シュクシャ １０ｇ 局 シュクシャ 35.70
内用薬 5100101X1022 シュクシャ １０ｇ 局 ウチダのシュクシャＭ ウチダ和漢薬 45.50
内用薬 5100101X1030 シュクシャ １０ｇ 局 花扇シュクシャＫ 小西製薬 46.50
内用薬 5100101X1057 シュクシャ １０ｇ 局 シュクシャダイコーＭ 大晃生薬 39.00
内用薬 5100101X1065 シュクシャ １０ｇ 局 小島縮砂Ｍ 小島漢方 39.00
内用薬 5100101X1090 シュクシャ １０ｇ 局 トチモトのシュクシャ 栃本天海堂 41.90
内用薬 5100101X1138 シュクシャ １０ｇ 局 マツウラのシュクシャ（医療用） 松浦薬業 39.00
内用薬 5100102A1016 ショウキョウ １０ｇ 局 ショウキョウ末 17.00
内用薬 5100102X1019 ショウキョウ １０ｇ 局 ショウキョウ 14.10
内用薬 5100102X1027 ショウキョウ １０ｇ 局 ウチダのショウキョウＭ ウチダ和漢薬 14.60
内用薬 5100102X1035 ショウキョウ １０ｇ 局 花扇ショウキョウＫ 小西製薬 14.30
内用薬 5100102X1060 ショウキョウ １０ｇ 局 小島生姜Ｍ 小島漢方 14.60
内用薬 5100102X1086 ショウキョウ １０ｇ 局 ツムラの生薬ショウキョウ ツムラ 14.30
内用薬 5100102X1108 ショウキョウ １０ｇ 局 トチモトのショウキョウ 栃本天海堂 15.20
内用薬 5100103X1013 ショウズク １０ｇ 局 ショウズク 104.10
内用薬 5100104A1015 ショウズク １０ｇ ショウズク末 112.80
内用薬 5100105X1012 ショウバク １０ｇ ショウバク 8.60
内用薬 5100106X1017 ショウマ １０ｇ 局 ショウマ 12.30
内用薬 5100106X1092 ショウマ １０ｇ 局 トチモトのショウマ 栃本天海堂 12.50
内用薬 5100107X1011 シンイ １０ｇ 局 シンイ 56.60
内用薬 5100107X1020 シンイ １０ｇ 局 ウチダのシンイＭ ウチダ和漢薬 57.30
内用薬 5100107X1046 シンイ １０ｇ 局 ツムラの生薬シンイ ツムラ 57.30
内用薬 5100107X1054 シンイ １０ｇ 局 花扇シンイＫ 小西製薬 57.30
内用薬 5100108X1016 セキショウシ １０ｇ セキショウシ 69.60
内用薬 5100109X1010 セッコウ １０ｇ 局 セッコウ 7.90
内用薬 5100109X1029 セッコウ １０ｇ 局 ウチダのセッコウＭ ウチダ和漢薬 9.30
内用薬 5100109X1045 セッコウ １０ｇ 局 セッコウダイコーＭ 大晃生薬 8.50
内用薬 5100109X1053 セッコウ １０ｇ 局 小島石膏Ｍ 小島漢方 8.80
内用薬 5100109X1061 セッコウ １０ｇ 局 高砂セッコウＭ 高砂薬業 9.30
内用薬 5100109X1070 セッコウ １０ｇ 局 ツムラの生薬セッコウ ツムラ 9.30
内用薬 5100109X1088 セッコウ １０ｇ 局 トチモトのセッコウ 栃本天海堂 9.30
内用薬 5100109X1096 セッコウ １０ｇ 局 マツウラのセッコウ（医療用） 松浦薬業 8.50
内用薬 5100109X1126 セッコウ １０ｇ 局 ホリエ セッコウＫ 堀江生薬 8.10
内用薬 5100110A1010 セネガ １０ｇ 局 セネガ末 118.80
内用薬 5100110X1013 セネガ １０ｇ 局 セネガ 117.50
内用薬 5100111A1015 センキュウ １０ｇ 局 センキュウ末 29.20
内用薬 5100111X1018 センキュウ １０ｇ 局 センキュウ 22.30
内用薬 5100112X1012 ゼンコ １０ｇ 局 ゼンコ 14.00
内用薬 5100113X1017 センコツ １０ｇ 局 センコツ 35.20
内用薬 5100114X1011 センタイ １０ｇ センタイ 69.80
内用薬 5100114X1020 センタイ １０ｇ トチモトのセンタイ 栃本天海堂 75.00
内用薬 5100114X1046 センタイ １０ｇ マツウラのセンタイ（調剤用） 松浦薬業 75.00
内用薬 5100115A1013 センナ １０ｇ 局 センナ末 12.40
内用薬 5100115X1016 センナ １０ｇ 局 センナ 9.40
内用薬 5100116A1018 センブリ １０ｇ 局 センブリ末 218.30
内用薬 5100116X1010 センブリ １０ｇ 局 センブリ 229.40
内用薬 5100117A1012 ソウジュツ １０ｇ 局 ソウジュツ末 23.00
内用薬 5100117X1015 ソウジュツ １０ｇ 局 ソウジュツ 25.20
内用薬 5100118X1010 ソウハクヒ １０ｇ 局 ソウハクヒ 15.20
内用薬 5100119X1014 ソボク １０ｇ 局 ソボク 28.60
内用薬 5100120X1017 ソヨウ １０ｇ 局 ソヨウ 20.60
内用薬 5100120X1025 ソヨウ １０ｇ 局 ウチダのソヨウＭ ウチダ和漢薬 24.40
内用薬 5100120X1033 ソヨウ １０ｇ 局 花扇ソヨウＫ 小西製薬 24.40
内用薬 5100120X1050 ソヨウ １０ｇ 局 ソヨウダイコーＭ 大晃生薬 24.40
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内用薬 5100120X1084 ソヨウ １０ｇ 局 ツムラの生薬ソヨウ ツムラ 24.90
内用薬 5100120X1092 ソヨウ １０ｇ 局 トチモトのソヨウ 栃本天海堂 24.90
内用薬 5100121A1019 ダイオウ １０ｇ 局 ダイオウ末 21.70
内用薬 5100121A1035 ダイオウ １０ｇ 局 ウチダのダイオウ末Ｍ ウチダ和漢薬 24.10
内用薬 5100121A1051 ダイオウ １０ｇ 局 花扇ダイオウ末Ｋ 小西製薬 24.10
内用薬 5100121A1060 ダイオウ １０ｇ 局 ダイオウ末「三恵」 三恵薬品 22.90
内用薬 5100121A1078 ダイオウ １０ｇ 局 「純生」ダイオウ末 小堺製薬 24.10 H27.3.31まで
内用薬 5100121A1094 ダイオウ １０ｇ 局 ダイオウ末ダイコーＭ 大晃生薬 24.10
内用薬 5100121A1132 ダイオウ １０ｇ 局 トチモトのダイオウ末 栃本天海堂 24.10
内用薬 5100121A1140 ダイオウ １０ｇ 局 ダイオウ末Ｎ 日本粉末薬品 22.90
内用薬 5100121A1167 ダイオウ １０ｇ 局 三和ダイオウ末 三和生薬 22.90
内用薬 5100121A1191 ダイオウ １０ｇ 局 マツウラのダイオウ末（医療用） 松浦薬業 22.90
内用薬 5100121X1011 ダイオウ １０ｇ 局 ダイオウ 19.60
内用薬 5100122X1016 タイソウ １０ｇ 局 タイソウ 15.30
内用薬 5100122X1024 タイソウ １０ｇ 局 ウチダのタイソウＭ ウチダ和漢薬 17.10
内用薬 5100122X1040 タイソウ １０ｇ 局 花扇タイソウＫ 小西製薬 17.10
内用薬 5100122X1083 タイソウ １０ｇ 局 高砂タイソウＭ 高砂薬業 15.80
内用薬 5100122X1105 タイソウ １０ｇ 局 トチモトのタイソウ 栃本天海堂 15.80
内用薬 5100123X1010 ダイフクヒ １０ｇ ダイフクヒ 26.80
内用薬 5100124A1012 タクシャ １０ｇ 局 タクシャ末 22.70
内用薬 5100124X1015 タクシャ １０ｇ 局 タクシャ 16.80
内用薬 5100125X1010 チクジョ １０ｇ チクジョ 16.30
内用薬 5100125X1036 チクジョ １０ｇ トチモトのチクジョ 栃本天海堂 17.10
内用薬 5100125X1044 チクジョ １０ｇ ツムラの生薬チクジョ ツムラ 17.10
内用薬 5100126A1011 チクセツニンジン １０ｇ 局 チクセツニンジン末 179.70
内用薬 5100126X1014 チクセツニンジン １０ｇ 局 チクセツニンジン 179.70
内用薬 5100127X1019 チモ １０ｇ 局 チモ 16.30
内用薬 5100127X1027 チモ １０ｇ 局 ウチダのチモＭ ウチダ和漢薬 16.80
内用薬 5100127X1043 チモ １０ｇ 局 チモダイコーＭ 大晃生薬 17.80
内用薬 5100127X1108 チモ １０ｇ 局 花扇チモＫ 小西製薬 17.80
内用薬 5100128A1010 チョウジ １０ｇ 局 チョウジ末 25.10
内用薬 5100128X1013 チョウジ １０ｇ 局 チョウジ 28.30
内用薬 5100129X1018 チョウトウコウ １０ｇ 局 チョウトウコウ 25.00
内用薬 5100130X1010 チョレイ １０ｇ 局 チョレイ 78.90
内用薬 5100131X1015 チンピ １０ｇ 局 チンピ 10.50
内用薬 5100131X1023 チンピ １０ｇ 局 ウチダのチンピＭ ウチダ和漢薬 11.10
内用薬 5100131X1031 チンピ １０ｇ 局 花扇チンピＫ 小西製薬 10.70
内用薬 5100131X1058 チンピ １０ｇ 局 チンピダイコーＭ 大晃生薬 11.50
内用薬 5100131X1074 チンピ １０ｇ 局 ツムラの生薬チンピ ツムラ 11.50
内用薬 5100131X1090 チンピ １０ｇ 局 トチモトのチンピ 栃本天海堂 11.50
内用薬 5100131X1104 チンピ １０ｇ 局 高砂チンピＭ 高砂薬業 11.50
内用薬 5100132X1010 テンナンショウ １０ｇ テンナンショウ 23.00
内用薬 5100132X1036 テンナンショウ １０ｇ トチモトのテンナンショウ 栃本天海堂 24.80
内用薬 5100133A1011 テンマ １ｇ テンマ末 25.20
内用薬 5100133A1046 テンマ １ｇ 高砂テンマ末Ｍ 高砂薬業 27.00
内用薬 5100133A1054 テンマ １ｇ 花扇テンマ末Ｋ 小西製薬 30.90
内用薬 5100133X1014 テンマ １ｇ 局 テンマ 20.50
内用薬 5100133X1022 テンマ １ｇ 局 ウチダのテンマＭ ウチダ和漢薬 23.30
内用薬 5100133X1065 テンマ １ｇ 局 マツウラの天麻（調剤用） 松浦薬業 22.80
内用薬 5100133X1073 テンマ １ｇ 局 花扇テンマ 小西製薬 23.00
内用薬 5100133X1081 テンマ １ｇ 局 ツムラの生薬テンマ ツムラ 23.00
内用薬 5100134X1019 テンモンドウ １０ｇ 局 テンモンドウ 24.30
内用薬 5100135X1013 トウガシ １０ｇ 局 トウガシ 14.80
内用薬 5100135X1021 トウガシ １０ｇ 局 ウチダのトウガシＭ ウチダ和漢薬 15.30
内用薬 5100136A1015 トウガラシ １０ｇ 局 トウガラシ末 15.10
内用薬 5100136X1018 トウガラシ １０ｇ 局 トウガラシ 12.10
内用薬 5100137A1010 トウキ １０ｇ 局 トウキ末 39.10
内用薬 5100137X1012 トウキ １０ｇ 局 トウキ 30.10
内用薬 5100137X1020 トウキ １０ｇ 局 ウチダのトウキＭ ウチダ和漢薬 33.40
内用薬 5100137X1047 トウキ １０ｇ 局 花扇トウキＫ 小西製薬 33.40
内用薬 5100137X1063 トウキ １０ｇ 局 トウキダイコーＭ 大晃生薬 32.30
内用薬 5100137X1071 トウキ １０ｇ 局 小島当帰Ｍ 小島漢方 32.30
内用薬 5100137X1098 トウキ １０ｇ 局 ツムラの生薬トウキ ツムラ 33.40
内用薬 5100137X1101 トウキ １０ｇ 局 トチモトのトウキ 栃本天海堂 32.30
内用薬 5100138X1017 トウドクカツ １０ｇ トウドクカツ 11.80
内用薬 5100139X1011 トウニン １０ｇ 局 トウニン 25.20
内用薬 5100140A1011 トウヒ １０ｇ トウヒ末 19.30
内用薬 5100140X1014 トウヒ １０ｇ 局 トウヒ 19.90
内用薬 5100141X1019 ドクカツ １０ｇ 局 ドクカツ 12.70
内用薬 5100141X1027 ドクカツ １０ｇ 局 ウチダのドクカツＭ ウチダ和漢薬 13.10
内用薬 5100141X1051 ドクカツ １０ｇ 局 ツムラの生薬ドクカツ ツムラ 14.10
内用薬 5100142A1010 トコン １ｇ 局 トコン末 70.40
内用薬 5100142X1013 トコン １ｇ 局 トコン 70.90
内用薬 5100143X1018 ドベッコウ １０ｇ ドベッコウ 40.90
内用薬 5100144A1010 トラガント １０ｇ 局 トラガント末 90.80
内用薬 5100144X1012 トラガント １０ｇ 局 トラガント 63.80
内用薬 5100145X1017 ナンテンジツ １０ｇ ナンテンジツ 23.10
内用薬 5100146A1019 ニガキ １０ｇ 局 ニガキ末 10.90
内用薬 5100146X1011 ニガキ １０ｇ 局 ニガキ 9.90
内用薬 5100147X1016 ニクズク １０ｇ 局 ニクズク 19.00
内用薬 5100148X1010 ニンジン １０ｇ 局 ニンジン 176.40
内用薬 5100149X1015 ニンドウ １０ｇ 局 ニンドウ 11.60
内用薬 5100149X1031 ニンドウ １０ｇ 局 トチモトのニンドウ 栃本天海堂 11.80
内用薬 5100150X1018 バイモ １０ｇ 局 バイモ 52.30
内用薬 5100151X1012 バクモンドウ １０ｇ 局 バクモンドウ 22.90
内用薬 5100152X1017 ハッカ １０ｇ 局 ハッカ 18.40
内用薬 5100153X1011 ハマボウフウ １０ｇ 局 ハマボウフウ 53.40
内用薬 5100154X1016 ハンゲ １０ｇ 局 ハンゲ 44.90
内用薬 5100155X1010 ヒシノミ １０ｇ ヒシノミ 22.70
内用薬 5100156X1015 ビャクゴウ １０ｇ 局 ビャクゴウ 23.90
内用薬 5100156X1040 ビャクゴウ １０ｇ 局 トチモトのビャクゴウ 栃本天海堂 25.00
内用薬 5100157X1010 ビャクシ １０ｇ 局 ビャクシ 27.70
内用薬 5100157X1036 ビャクシ １０ｇ 局 花扇ビャクシＫ 小西製薬 28.60
内用薬 5100157X1052 ビャクシ １０ｇ 局 ビャクシダイコーＭ 大晃生薬 28.60
内用薬 5100157X1087 ビャクシ １０ｇ 局 ツムラの生薬ビャクシ ツムラ 28.60
内用薬 5100157X1095 ビャクシ １０ｇ 局 トチモトのビャクシ 栃本天海堂 28.60
内用薬 5100157X1109 ビャクシ １０ｇ 局 マツウラのビャクシ（医療用） 松浦薬業 28.60
内用薬 5100158A1011 ビャクジュツ １０ｇ 局 ビャクジュツ末 35.50
内用薬 5100158X1014 ビャクジュツ １０ｇ 局 ビャクジュツ 28.50
内用薬 5100158X1022 ビャクジュツ １０ｇ 局 ウチダのビャクジュツＭ ウチダ和漢薬 31.70
内用薬 5100158X1049 ビャクジュツ １０ｇ 局 花扇ビャクジュツＫ 小西製薬 31.70
内用薬 5100159X1019 ビワヨウ １０ｇ 局 ビワヨウ 17.80
内用薬 5100159X1035 ビワヨウ １０ｇ 局 トチモトのビワヨウ 栃本天海堂 18.70
内用薬 5100160A1019 ビンロウジ １０ｇ ビンロウジ末 12.20
内用薬 5100160X1011 ビンロウジ １０ｇ 局 ビンロウジ 12.50
内用薬 5100161A1013 ブクリョウ １０ｇ 局 ブクリョウ末 28.40
内用薬 5100161X1016 ブクリョウ １０ｇ 局 ブクリョウ 23.50
内用薬 5100162X1029 ブシ １０ｇ 局 ウチダの附子 ウチダ和漢薬 163.60
内用薬 5100163X1015 ボウイ １０ｇ 局 ボウイ 16.90
内用薬 5100164X1010 ボウコン １０ｇ 局 ボウコン 14.40
内用薬 5100165X1014 ボウフウ １０ｇ 局 ボウフウ 39.50
内用薬 5100166X1027 ブシ １０ｇ 局 ウチダの炮附子 ウチダ和漢薬 96.10
内用薬 5100166X1035 ブシ １０ｇ 局 トチモトのホウブシ 栃本天海堂 89.90
内用薬 5100167X1013 ボクソク １０ｇ 局 ボクソク 10.80
内用薬 5100168A1015 ボタンピ １０ｇ 局 ボタンピ末 23.10
内用薬 5100168X1018 ボタンピ １０ｇ 局 ボタンピ 18.70
内用薬 5100169A1010 ボレイ １０ｇ 局 ボレイ末 10.00
内用薬 5100169X1012 ボレイ １０ｇ 局 ボレイ 9.20
内用薬 5100170X1015 マオウ １０ｇ 局 マオウ 12.30
内用薬 5100171X1010 マシニン １０ｇ 局 マシニン 10.80
内用薬 5100171X1036 マシニン １０ｇ 局 トチモトのマシニン 栃本天海堂 11.30
内用薬 5100171X1044 マシニン １０ｇ 局 ツムラの生薬マシニン ツムラ 11.30
内用薬 5100172X1014 マンケイシ １０ｇ マンケイシ 17.90
内用薬 5100172X1030 マンケイシ １０ｇ トチモトのマンケイシ 栃本天海堂 18.80
内用薬 5100173X1019 モクツウ １０ｇ 局 モクツウ 13.90
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内用薬 5100174X1013 モッカ １０ｇ モッカ 10.80
内用薬 5100175X1018 モッコウ １０ｇ 局 モッコウ 18.00
内用薬 5100176A1010 モッコウ １０ｇ モッコウ末 20.40
内用薬 5100177X1017 ヤクチ １０ｇ 局 ヤクチ 23.80
内用薬 5100177X1025 ヤクチ １０ｇ 局 ウチダのヤクチＭ ウチダ和漢薬 25.80
内用薬 5100177X1068 ヤクチ １０ｇ 局 高砂ヤクチＭ 高砂薬業 25.80
内用薬 5100177X1076 ヤクチ １０ｇ 局 トチモトのヤクチ 栃本天海堂 25.80
内用薬 5100178X1011 ヤクモソウ １０ｇ 局 ヤクモソウ 19.60
内用薬 5100179A1013 ヨウバイヒ １０ｇ ヨウバイヒ末 16.50
内用薬 5100179X1016 ヨウバイヒ １０ｇ ヨウバイヒ 13.90
内用薬 5100180A1016 ヨクイニン １０ｇ 局 ヨクイニン末 12.30
内用薬 5100180X1019 ヨクイニン １０ｇ 局 ヨクイニン 8.80
内用薬 5100181X1013 リュウガンニク １０ｇ 局 リュウガンニク 32.40
内用薬 5100181X1030 リュウガンニク １０ｇ 局 トチモトのリュウガンニク 栃本天海堂 35.00
内用薬 5100181X1048 リュウガンニク １０ｇ 局 花扇リュウガンニクＫ 小西製薬 35.00
内用薬 5100182X1018 リュウコツ １０ｇ 局 リュウコツ 20.70
内用薬 5100182X1034 リュウコツ １０ｇ 局 花扇リュウコツＫ 小西製薬 21.40
内用薬 5100183A1010 リュウタン １０ｇ 局 リュウタン末 38.80
内用薬 5100183X1012 リュウタン １０ｇ 局 リュウタン 33.20
内用薬 5100184X1017 リョウキョウ １０ｇ 局 リョウキョウ 12.90
内用薬 5100185X1011 レンギョウ １０ｇ 局 レンギョウ 16.60
内用薬 5100185X1020 レンギョウ １０ｇ 局 ウチダのレンギョウＭ ウチダ和漢薬 16.80
内用薬 5100185X1038 レンギョウ １０ｇ 局 花扇レンギョウＫ 小西製薬 16.80
内用薬 5100185X1054 レンギョウ １０ｇ 局 レンギョウダイコーＭ 大晃生薬 16.80
内用薬 5100185X1070 レンギョウ １０ｇ 局 高砂レンギョウＭ 高砂薬業 17.90
内用薬 5100185X1097 レンギョウ １０ｇ 局 トチモトのレンギョウ 栃本天海堂 17.90
内用薬 5100186X1016 レンニク １０ｇ 局 レンニク 20.40
内用薬 5100187X1010 ロートコン １０ｇ 局 ロートコン 17.40
内用薬 5100188X1015 ワキョウカツ １０ｇ ワキョウカツ 17.20
内用薬 5100189X1010 ワコウホン １０ｇ ワコウホン 34.70
内用薬 5100190X1012 トチュウ １０ｇ 局 トチュウ 30.40
内用薬 5100190X1020 トチュウ １０ｇ 局 トチモトのトチュウ 栃本天海堂 33.70
内用薬 5100190X1047 トチュウ １０ｇ 局 トチュウダイコーＭ（調剤用） 大晃生薬 33.70
内用薬 5100191X1017 バクガ １０ｇ 局 バクガ 9.60
内用薬 5100192X1011 チャヨウ １０ｇ チャヨウ 16.00
内用薬 5100193X1016 ゴマ １０ｇ 局 ゴマ 19.00
内用薬 5100194X1010 コウイ １０ｇ 局 コウイ 23.50
内用薬 5200001C1036 安中散エキス １ｇ コタロー安中散エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.80
内用薬 5200001C1044 安中散エキス １ｇ 〔東洋〕安中散料エキス細粒 東洋薬行 7.50
内用薬 5200001C1052 安中散エキス １ｇ クラシエ安中散料エキス細粒 クラシエ製薬 8.60
内用薬 5200001D1023 安中散エキス １ｇ 安中散料エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 6.40 H28.3.31まで
内用薬 5200001D1031 安中散エキス １ｇ オースギ安中散料エキスＧ 大杉製薬 13.70
内用薬 5200001D1040 安中散エキス １ｇ ＪＰＳ安中散料エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

6.20

内用薬 5200001D1066 安中散エキス １ｇ ツムラ安中散エキス顆粒（医療用） ツムラ 7.70
内用薬 5200001D1074 安中散エキス １ｇ テイコク安中散エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.30
内用薬 5200001D1090 安中散エキス １ｇ 本草安中散料エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.30
内用薬 5200001F1024 安中散エキス １錠 オースギ安中散料エキスＴ錠 高砂薬業 5.60
内用薬 5200001M1023 安中散エキス １カプセル コタロー安中散エキスカプセル 小太郎漢方製薬 8.10
内用薬 5200002D1036 胃苓湯エキス １ｇ ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 17.60
内用薬 5200003C1035 茵ちん蒿湯エキス １ｇ コタロー茵ちん蒿湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.30
内用薬 5200003C1043 茵ちん蒿湯エキス １ｇ クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 クラシエ製薬 8.70
内用薬 5200003D1022 茵ちん蒿湯エキス １ｇ オースギ茵ちん蒿湯エキスＧ 大杉製薬 16.60
内用薬 5200003D1049 茵ちん蒿湯エキス １ｇ ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 8.80

内用薬 5200003D1057 茵ちん蒿湯エキス １ｇ テイコク茵ちん蒿湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.00
内用薬 5200003M1022 茵ちん蒿湯エキス １カプセル コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル 小太郎漢方製薬 9.10
内用薬 5200004D1035 茵ちん五苓散エキス １ｇ ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 27.70

内用薬 5200005C1026 温経湯エキス １ｇ コタロー温経湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 11.20
内用薬 5200005D1030 温経湯エキス １ｇ ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 24.00
内用薬 5200006C1039 温清飲エキス １ｇ コタロー温清飲エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.40
内用薬 5200006C1047 温清飲エキス １ｇ ジュンコウ温清飲ＦＣエキス細粒医

療用
康和薬通 15.70

内用薬 5200006C1055 温清飲エキス １ｇ 〔東洋〕温清飲エキス細粒 東洋薬行 14.30
内用薬 5200006C1063 温清飲エキス １ｇ クラシエ温清飲エキス細粒 大峰堂薬品工業 14.80
内用薬 5200006D1026 温清飲エキス １ｇ オースギ温清飲エキスＧ 大杉製薬 11.90
内用薬 5200006D1042 温清飲エキス １ｇ ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） ツムラ 16.60
内用薬 5200006D1050 温清飲エキス １ｇ テイコク温清飲エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200006D1069 温清飲エキス １ｇ 本草温清飲エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.80
内用薬 5200007C1025 越婢加朮湯エキス １ｇ コタロー越婢加朮湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.70
内用薬 5200007D1039 越婢加朮湯エキス １ｇ ＪＰＳ越婢加朮湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

7.50

内用薬 5200007D1047 越婢加朮湯エキス １ｇ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 11.60

内用薬 5200008C1020 黄耆建中湯エキス １ｇ 〔東洋〕黄耆建中湯エキス細粒 東洋薬行 14.10
内用薬 5200008D1025 黄耆建中湯エキス １ｇ ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 5.30

内用薬 5200009C1024 黄ごん湯エキス １ｇ 三和黄ごん湯エキス細粒 三和生薬 6.30
内用薬 5200010C1027 黄連湯エキス １ｇ コタロー黄連湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 28.50
内用薬 5200010C1035 黄連湯エキス １ｇ 〔東洋〕黄連湯エキス細粒 東洋薬行 37.10
内用薬 5200010D1022 黄連湯エキス １ｇ 太虎堂の黄連湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 45.50
内用薬 5200010D1030 黄連湯エキス １ｇ ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 34.60
内用薬 5200011C1030 黄連解毒湯エキス １ｇ コタロー黄連解毒湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 14.50
内用薬 5200011C1048 黄連解毒湯エキス １ｇ 三和黄連解毒湯エキス細粒 三和生薬 19.40
内用薬 5200011C1056 黄連解毒湯エキス １ｇ ジュンコウ黄連解毒湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 22.90

内用薬 5200011C1064 黄連解毒湯エキス １ｇ 〔東洋〕黄連解毒湯エキス細粒 東洋薬行 19.40
内用薬 5200011C1072 黄連解毒湯エキス １ｇ クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 クラシエ製薬 14.50
内用薬 5200011D1027 黄連解毒湯エキス １ｇ 黄連解毒湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 9.30 H28.3.31まで
内用薬 5200011D1035 黄連解毒湯エキス １ｇ オースギ黄連解毒湯エキスＧ 大杉製薬 15.50
内用薬 5200011D1043 黄連解毒湯エキス １ｇ サカモト黄連解毒湯エキス顆粒－Ｓ 阪本漢法製薬 7.00 H28.3.31まで
内用薬 5200011D1051 黄連解毒湯エキス １ｇ ＪＰＳ黄連解毒湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

11.10

内用薬 5200011D1060 黄連解毒湯エキス １ｇ 太虎堂の黄連解毒湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 17.00
内用薬 5200011D1078 黄連解毒湯エキス １ｇ ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 15.30

内用薬 5200011D1086 黄連解毒湯エキス １ｇ テイコク黄連解毒湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200011D1108 黄連解毒湯エキス １ｇ 本草黄連解毒湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 7.40
内用薬 5200011F1028 黄連解毒湯エキス １錠 オースギ黄連解毒湯エキスＴ錠 高砂薬業 5.90
内用薬 5200011F1052 黄連解毒湯エキス １錠 クラシエ黄連解毒湯エキス錠 大峰堂薬品工業 5.60
内用薬 5200011M1027 黄連解毒湯エキス １カプセル コタロー黄連解毒湯エキスカプセル 小太郎漢方製薬 15.80
内用薬 5200012C1034 乙字湯エキス １ｇ コタロー乙字湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 11.70
内用薬 5200012C1042 乙字湯エキス １ｇ 三和乙字湯エキス細粒 三和生薬 10.80
内用薬 5200012C1050 乙字湯エキス １ｇ ジュンコウ乙字湯ＦＣエキス細粒医

療用
康和薬通 18.90

内用薬 5200012C1069 乙字湯エキス １ｇ クラシエ乙字湯エキス細粒 クラシエ製薬 18.90
内用薬 5200012D1021 乙字湯エキス １ｇ オースギ乙字湯エキスＧ 大杉製薬 12.50
内用薬 5200012D1048 乙字湯エキス １ｇ 乙字湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 6.70 H28.3.31まで
内用薬 5200012D1064 乙字湯エキス １ｇ ＪＰＳ乙字湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
12.50

内用薬 5200012D1072 乙字湯エキス １ｇ 太虎堂の乙字湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 9.10
内用薬 5200012D1080 乙字湯エキス １ｇ ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 16.50
内用薬 5200012D1099 乙字湯エキス １ｇ テイコク乙字湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 7.10
内用薬 5200012D1110 乙字湯エキス １ｇ 本草乙字湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.70
内用薬 5200013C1039 葛根湯エキス １ｇ コタロー葛根湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.60
内用薬 5200013C1047 葛根湯エキス １ｇ 三和葛根湯エキス細粒 三和生薬 6.80
内用薬 5200013C1055 葛根湯エキス １ｇ ジュンコウ葛根湯ＦＣエキス細粒医

療用
康和薬通 10.20

内用薬 5200013C1063 葛根湯エキス １ｇ 〔東洋〕葛根湯エキス細粒 東洋薬行 8.50
内用薬 5200013C1080 葛根湯エキス １ｇ クラシエ葛根湯エキス細粒 クラシエ製薬 7.30
内用薬 5200013D1026 葛根湯エキス １ｇ オースギ葛根湯エキスＧ 大杉製薬 6.30
内用薬 5200013D1034 葛根湯エキス １ｇ 葛根湯エキスＡ顆粒 阪本漢法製薬 4.80 H28.3.31まで
内用薬 5200013D1077 葛根湯エキス １ｇ 葛根湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 6.80 H28.3.31まで
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内用薬 5200013D1093 葛根湯エキス １ｇ ＪＰＳ葛根湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製
薬

6.30

内用薬 5200013D1115 葛根湯エキス １ｇ 太虎堂の葛根湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.80
内用薬 5200013D1123 葛根湯エキス １ｇ ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.00
内用薬 5200013D1131 葛根湯エキス １ｇ テイコク葛根湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.80
内用薬 5200013D1174 葛根湯エキス １ｇ 本草葛根湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.80
内用薬 5200013D1182 葛根湯エキス １ｇ マツウラ葛根湯エキス顆粒 松浦薬業 7.80
内用薬 5200013F1027 葛根湯エキス １錠 オースギ葛根湯エキスＴ錠 高砂薬業 3.90
内用薬 5200013F1051 葛根湯エキス １錠 クラシエ葛根湯エキス錠Ｔ 大峰堂薬品工業 3.70
内用薬 5200014C1025 葛根加朮附湯エキス １ｇ 三和葛根加朮附湯エキス細粒 三和生薬 9.20
内用薬 5200015C1038 葛根湯加川きゅう辛夷エ

キス
１ｇ コタロー葛根湯加辛夷川きゅうエキ

ス細粒
小太郎漢方製薬 7.00

内用薬 5200015C1046 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ 〔東洋〕葛根湯加川きゅう辛夷エキ
ス細粒

東洋薬行 10.50

内用薬 5200015C1054 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキ
ス細粒

クラシエ製薬 9.40

内用薬 5200015D1025 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ オースギ葛根湯加川きゅう辛夷エキ
スＧ

大杉製薬 7.70

内用薬 5200015D1050 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ 葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 8.50 H28.3.31まで

内用薬 5200015D1076 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ ＪＰＳ葛根湯加川きゅう辛夷エキス
顆粒〔調剤用〕

ジェーピーエス製
薬

7.70

内用薬 5200015D1084 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス
顆粒（医療用）

ツムラ 11.00

内用薬 5200015D1092 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ テイコク葛根湯加川きゅう辛夷エキ
ス顆粒

帝國漢方製薬 5.60

内用薬 5200015D1106 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１ｇ 本草葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆
粒－Ｍ

本草製薬 6.20

内用薬 5200015F1034 葛根湯加川きゅう辛夷エ
キス

１錠 クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキ
ス錠

大峰堂薬品工業 4.90

内用薬 5200016C1032 加味帰脾湯エキス １ｇ 〔東洋〕加味帰脾湯エキス細粒 東洋薬行 20.00
内用薬 5200016C1040 加味帰脾湯エキス １ｇ クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 クラシエ製薬 26.40
内用薬 5200016D1020 加味帰脾湯エキス １ｇ オースギ加味帰脾湯エキスＧ 大杉製薬 12.30
内用薬 5200016D1046 加味帰脾湯エキス １ｇ 太虎堂の加味帰脾湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 16.30
内用薬 5200016D1054 加味帰脾湯エキス １ｇ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 28.60

内用薬 5200016F1039 加味帰脾湯エキス １錠 クラシエ加味帰脾湯エキス錠 大峰堂薬品工業 6.90
内用薬 5200017B1023 加味逍遙散エキス １ｇ 太虎堂の加味逍遙散エキス散 太虎精堂製薬 13.50
内用薬 5200017C1037 加味逍遙散エキス １ｇ コタロー加味逍遙散エキス細粒 小太郎漢方製薬 13.10
内用薬 5200017C1045 加味逍遙散エキス １ｇ ジュンコウ加味逍遙散ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 22.70

内用薬 5200017C1053 加味逍遙散エキス １ｇ 〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒 東洋薬行 14.40
内用薬 5200017C1061 加味逍遙散エキス １ｇ クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 クラシエ製薬 20.00
内用薬 5200017D1024 加味逍遙散エキス １ｇ オースギ加味逍遙散エキスＧ 大杉製薬 12.10
内用薬 5200017D1067 加味逍遙散エキス １ｇ ＪＰＳ加味逍遙散料エキス顆粒〔調

剤用〕
ジェーピーエス製
薬

14.00

内用薬 5200017D1075 加味逍遙散エキス １ｇ 太虎堂の加味逍遙散エキス顆粒 太虎精堂製薬 13.40
内用薬 5200017D1083 加味逍遙散エキス １ｇ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 17.60

内用薬 5200017D1091 加味逍遙散エキス １ｇ テイコク加味逍遙散エキス顆粒 帝國漢方製薬 8.00
内用薬 5200017D1105 加味逍遙散エキス １ｇ 本草加味逍遙散エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 8.10
内用薬 5200017D1113 加味逍遙散エキス １ｇ マツウラ加味逍遙散エキス顆粒 松浦薬業 10.30
内用薬 5200018C1031 甘草湯エキス １ｇ クラシエ甘草湯エキス細粒 クラシエ製薬 5.90
内用薬 5200019C1028 甘麦大棗湯エキス １ｇ コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.80
内用薬 5200019D1023 甘麦大棗湯エキス １ｇ オースギ甘麦大棗湯エキスＴＧ 高砂薬業 6.20
内用薬 5200019D1031 甘麦大棗湯エキス １ｇ ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 7.90

内用薬 5200020D1026 桔梗湯エキス １ｇ ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 5.70
内用薬 5200021C1025 桔梗石膏エキス １ｇ コタロー桔梗石膏エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.60
内用薬 5200022C1020 帰脾湯エキス １ｇ ジュンコウ帰脾湯ＦＣエキス細粒医

療用
康和薬通 21.70

内用薬 5200022D1033 帰脾湯エキス １ｇ ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 21.60
内用薬 5200023C1024 きゅう帰膠艾湯エキス １ｇ コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.00
内用薬 5200023C1032 きゅう帰膠艾湯エキス １ｇ ジュンコウきゅう帰膠艾湯ＦＣエキ

ス細粒医療用
康和薬通 9.40

内用薬 5200023D1020 きゅう帰膠艾湯エキス １ｇ ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒
（医療用）

ツムラ 8.80

内用薬 5200024D1024 きゅう帰調血飲エキス １ｇ 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 太虎精堂製薬 11.70
内用薬 5200025D1029 牛車腎気丸エキス １ｇ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 11.80

内用薬 5200026C1028 九味檳榔湯エキス １ｇ コタロー九味檳榔湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 15.40
内用薬 5200027D1028 荊芥連翹湯エキス １ｇ オースギ荊芥連翹湯エキスＧ 大杉製薬 8.90
内用薬 5200027D1044 荊芥連翹湯エキス １ｇ 太虎堂の荊芥連翹湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 16.30
内用薬 5200027D1052 荊芥連翹湯エキス １ｇ ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 20.40

内用薬 5200027D1060 荊芥連翹湯エキス １ｇ テイコク荊芥連翹湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 7.90
内用薬 5200028C1027 桂枝湯エキス １ｇ コタロー桂枝湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.60
内用薬 5200028D1022 桂枝湯エキス １ｇ オースギ桂枝湯エキスＧ 大杉製薬 6.20
内用薬 5200028D1030 桂枝湯エキス １ｇ ＪＰＳ桂枝湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
6.30

内用薬 5200028D1049 桂枝湯エキス １ｇ ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 7.10
内用薬 5200028D1057 桂枝湯エキス １ｇ テイコク桂枝湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.30
内用薬 5200028D1065 桂枝湯エキス １ｇ 本草桂枝湯エキス顆粒－Ｓ 本草製薬 5.30
内用薬 5200028D1073 桂枝湯エキス １ｇ マツウラ桂枝湯エキス顆粒 松浦薬業 9.60
内用薬 5200029C1021 桂枝加黄耆湯エキス １ｇ 〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 東洋薬行 11.10
内用薬 5200030C1024 桂枝加葛根湯エキス １ｇ 〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒 東洋薬行 10.60
内用薬 5200031C1029 桂枝加厚朴杏仁湯エキス １ｇ 〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細 東洋薬行 9.20
内用薬 5200032C1031 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ コタロー桂枝加芍薬湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.70
内用薬 5200032C1040 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ ジュンコウ桂枝加芍薬湯ＦＣエキス

細粒医療用
康和薬通 8.80

内用薬 5200032C1058 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ 〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス細粒 東洋薬行 8.40
内用薬 5200032C1066 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.20
内用薬 5200032D1029 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ オースギ桂枝加芍薬湯エキスＧ 大杉製薬 6.20
内用薬 5200032D1045 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 8.30

内用薬 5200032D1053 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200032D1061 桂枝加芍薬湯エキス １ｇ 本草桂枝加芍薬湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 4.90
内用薬 5200032F1046 桂枝加芍薬湯エキス １錠 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 大峰堂薬品工業 3.30
内用薬 5200033D1023 桂枝加芍薬大黄湯エキス １ｇ ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 9.30

内用薬 5200034C1022 桂枝加朮附湯エキス １ｇ コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.80
内用薬 5200034C1030 桂枝加朮附湯エキス １ｇ 三和桂枝加朮附湯エキス細粒 三和生薬 6.80
内用薬 5200034D1036 桂枝加朮附湯エキス １ｇ ＪＰＳ桂枝加朮附湯エキス顆粒〔調

剤用〕
ジェーピーエス製
薬

7.20

内用薬 5200034D1044 桂枝加朮附湯エキス １ｇ ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医
療用）

ツムラ 10.70

内用薬 5200034D1052 桂枝加朮附湯エキス １ｇ テイコク桂枝加朮附湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200034D1087 桂枝加朮附湯エキス １ｇ マツウラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 松浦薬業 9.10
内用薬 5200035C1035 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細 小太郎漢方製薬 7.40
内用薬 5200035C1043 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細 クラシエ製薬 8.60
内用薬 5200035D1022 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ オースギ桂枝加竜骨牡蛎湯エキスＧ 大杉製薬 6.40
内用薬 5200035D1030 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 9.10

内用薬 5200035D1049 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ テイコク桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆 帝國漢方製薬 5.80
内用薬 5200036C1030 桂枝加苓朮附湯エキス １ｇ クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 クラシエ製薬 6.60
内用薬 5200036D1027 桂枝加苓朮附湯エキス １ｇ オースギ桂枝加苓朮附湯エキスＧ 大杉製薬 6.10
内用薬 5200036F1036 桂枝加苓朮附湯エキス １錠 クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠 大峰堂薬品工業 3.00
内用薬 5200037C1034 桂枝人参湯エキス １ｇ クラシエ桂枝人参湯エキス細粒 クラシエ製薬 14.20
内用薬 5200037D1021 桂枝人参湯エキス １ｇ ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 14.10

内用薬 5200038C1039 桂枝茯苓丸エキス １ｇ コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.60
内用薬 5200038C1047 桂枝茯苓丸エキス １ｇ 三和桂枝茯苓丸料エキス細粒 三和生薬 12.00
内用薬 5200038C1055 桂枝茯苓丸エキス １ｇ ジュンコウ桂枝茯苓丸料ＦＣエキス

細粒医療用
康和薬通 16.20
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内用薬 5200038C1063 桂枝茯苓丸エキス １ｇ 〔東洋〕桂枝茯苓丸料エキス細粒 東洋薬行 8.50
内用薬 5200038C1080 桂枝茯苓丸エキス １ｇ クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 クラシエ製薬 10.30
内用薬 5200038D1026 桂枝茯苓丸エキス １ｇ オースギ桂枝茯苓丸料エキスＧ 大杉製薬 11.40
内用薬 5200038D1034 桂枝茯苓丸エキス １ｇ 桂枝茯苓丸エキスＡ顆粒 東亜薬品 6.80 H28.3.31まで
内用薬 5200038D1077 桂枝茯苓丸エキス １ｇ ＪＰＳ桂枝茯苓丸料エキス顆粒〔調

剤用〕
ジェーピーエス製
薬

7.20

内用薬 5200038D1085 桂枝茯苓丸エキス １ｇ 太虎堂の桂枝茯苓丸料エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.80
内用薬 5200038D1093 桂枝茯苓丸エキス １ｇ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.20

内用薬 5200038D1107 桂枝茯苓丸エキス １ｇ テイコク桂枝茯苓丸料エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200038D1123 桂枝茯苓丸エキス １ｇ 本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.40
内用薬 5200038D1131 桂枝茯苓丸エキス １ｇ マツウラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒 松浦薬業 7.60
内用薬 5200038F1051 桂枝茯苓丸エキス １錠 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 大峰堂薬品工業 4.30
内用薬 5200039D1039 桂枝茯苓丸加よく苡仁エ

キス
１ｇ ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス

顆粒（医療用）
ツムラ 10.70

内用薬 5200040C1028 桂芍知母湯エキス １ｇ 三和桂芍知母湯エキス細粒 三和生薬 9.50
内用薬 5200041C1022 啓脾湯エキス １ｇ 〔東洋〕啓脾湯エキス細粒 東洋薬行 21.30
内用薬 5200041D1028 啓脾湯エキス １ｇ ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 22.10
内用薬 5200042C1027 桂麻各半湯エキス １ｇ 〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒 東洋薬行 10.80
内用薬 5200043C1021 香蘇散エキス １ｇ コタロー香蘇散エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.60
内用薬 5200043D1027 香蘇散エキス １ｇ ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） ツムラ 7.60
内用薬 5200043D1035 香蘇散エキス １ｇ テイコク香蘇散エキス顆粒 帝國漢方製薬 4.70
内用薬 5200044C1034 五虎湯エキス １ｇ クラシエ五虎湯エキス細粒 クラシエ製薬 6.30
内用薬 5200044D1030 五虎湯エキス １ｇ ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 7.10
内用薬 5200044F1022 五虎湯エキス １錠 オースギ五虎湯エキス錠 大杉製薬 4.70
内用薬 5200045C1020 五積散エキス １ｇ コタロー五積散エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.30
内用薬 5200045D1034 五積散エキス １ｇ ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.60
内用薬 5200045D1042 五積散エキス １ｇ テイコク五積散エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.30
内用薬 5200046C1025 呉茱萸湯エキス １ｇ コタロー呉茱萸湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 9.50
内用薬 5200046C1033 呉茱萸湯エキス １ｇ ジュンコウ呉茱萸湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 12.50

内用薬 5200046D1020 呉茱萸湯エキス １ｇ 太虎堂の呉茱萸湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 10.00
内用薬 5200046D1039 呉茱萸湯エキス １ｇ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療 ツムラ 11.20
内用薬 5200047C1020 五淋散エキス １ｇ 〔東洋〕五淋散エキス細粒 東洋薬行 13.30
内用薬 5200047D1025 五淋散エキス １ｇ ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用） ツムラ 12.00
内用薬 5200048A1023 五苓散 １ｇ 本草五苓散顆粒－Ｒ 本草製薬 2.40
内用薬 5200048C1032 五苓散エキス １ｇ コタロー五苓散料エキス細粒 小太郎漢方製薬 12.80
内用薬 5200048C1040 五苓散エキス １ｇ 三和五苓散料エキス細粒 三和生薬 10.90
内用薬 5200048C1059 五苓散エキス １ｇ ジュンコウ五苓散料ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 22.10

内用薬 5200048C1067 五苓散エキス １ｇ 〔東洋〕五苓散料エキス細粒 東洋薬行 12.80
内用薬 5200048C1075 五苓散エキス １ｇ クラシエ五苓散料エキス細粒 クラシエ製薬 14.40
内用薬 5200048D1046 五苓散エキス １ｇ ＪＰＳ五苓散料エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

11.20

内用薬 5200048D1062 五苓散エキス １ｇ 太虎堂の五苓散料エキス顆粒 太虎精堂製薬 13.20
内用薬 5200048D1070 五苓散エキス １ｇ ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） ツムラ 15.10
内用薬 5200048D1089 五苓散エキス １ｇ テイコク五苓散エキス顆粒 帝國漢方製薬 7.40
内用薬 5200048D1119 五苓散エキス １ｇ マツウラ五苓散料エキス顆粒 松浦薬業 12.40
内用薬 5200048F1063 五苓散エキス １錠 クラシエ五苓散料エキス錠 大峰堂薬品工業 5.60
内用薬 5200049C1029 柴陥湯エキス １ｇ コタロー柴陥湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 31.00
内用薬 5200049D1024 柴陥湯エキス １ｇ 太虎堂の柴陥湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 34.90
内用薬 5200049D1032 柴陥湯エキス １ｇ ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 34.90
内用薬 5200050C1030 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細 小太郎漢方製薬 17.70
内用薬 5200050C1048 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯ＦＣエ

キス細粒医療用
康和薬通 24.80

内用薬 5200050C1056 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細 クラシエ製薬 23.70
内用薬 5200050D1027 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスＧ 大杉製薬 16.30
内用薬 5200050D1060 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ ＪＰＳ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

〔調剤用〕
ジェーピーエス製
薬

16.30

内用薬 5200050D1086 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ 太虎堂の柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆 太虎精堂製薬 18.50
内用薬 5200050D1094 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 22.40

内用薬 5200050D1108 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆 帝國漢方製薬 10.10
内用薬 5200050D1116 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ 本草柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒－ 本草製薬 9.30
内用薬 5200050D1124 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １ｇ マツウラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆 松浦薬業 16.30
内用薬 5200050F1044 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス １錠 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 大峰堂薬品工業 8.10
内用薬 5200051C1034 柴胡桂枝湯エキス １ｇ コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 22.70
内用薬 5200051C1042 柴胡桂枝湯エキス １ｇ 三和柴胡桂枝湯エキス細粒 三和生薬 17.10
内用薬 5200051C1050 柴胡桂枝湯エキス １ｇ ジュンコウ柴胡桂枝湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 32.40

内用薬 5200051C1069 柴胡桂枝湯エキス １ｇ クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 クラシエ製薬 22.70
内用薬 5200051D1021 柴胡桂枝湯エキス １ｇ オースギ柴胡桂枝湯エキスＧ 大杉製薬 16.70
内用薬 5200051D1048 柴胡桂枝湯エキス １ｇ 柴胡桂枝湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 10.30 H28.3.31まで
内用薬 5200051D1064 柴胡桂枝湯エキス １ｇ ＪＰＳ柴胡桂枝湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

19.40

内用薬 5200051D1072 柴胡桂枝湯エキス １ｇ 太虎堂の柴胡桂枝湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 12.80
内用薬 5200051D1080 柴胡桂枝湯エキス １ｇ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 26.10

内用薬 5200051D1099 柴胡桂枝湯エキス １ｇ テイコク柴胡桂枝湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 10.30
内用薬 5200051D1110 柴胡桂枝湯エキス １ｇ マツウラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 松浦薬業 17.70
内用薬 5200051F1049 柴胡桂枝湯エキス １錠 クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 大峰堂薬品工業 8.60
内用薬 5200052C1020 柴胡桂枝乾姜湯エキス １ｇ コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 19.00
内用薬 5200052D1026 柴胡桂枝乾姜湯エキス １ｇ 太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 11.30
内用薬 5200052D1034 柴胡桂枝乾姜湯エキス １ｇ ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 20.40

内用薬 5200052D1042 柴胡桂枝乾姜湯エキス １ｇ テイコク柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 9.10
内用薬 5200052D1069 柴胡桂枝乾姜湯エキス １ｇ 本草柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 9.10
内用薬 5200053C1025 柴胡清肝湯エキス １ｇ コタロー柴胡清肝湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 13.30
内用薬 5200053D1020 柴胡清肝湯エキス １ｇ ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 22.60

内用薬 5200053D1039 柴胡清肝湯エキス １ｇ テイコク柴胡清肝湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 11.80
内用薬 5200054C1038 柴朴湯エキス １ｇ クラシエ柴朴湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 32.30
内用薬 5200054D1033 柴朴湯エキス １ｇ ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 37.00
内用薬 5200055C1032 柴苓湯エキス １ｇ クラシエ柴苓湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 50.90
内用薬 5200055D1020 柴苓湯エキス １ｇ ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 49.20
内用薬 5200056D1024 酸棗仁湯エキス １ｇ オースギ酸棗仁湯エキスＧ 大杉製薬 9.50
内用薬 5200056D1032 酸棗仁湯エキス １ｇ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療 ツムラ 11.70
内用薬 5200056D1040 酸棗仁湯エキス １ｇ マツウラ酸棗仁湯エキス顆粒 松浦薬業 10.50
内用薬 5200057C1031 三黄瀉心湯エキス １ｇ コタロー三黄瀉心湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 13.80
内用薬 5200057C1058 三黄瀉心湯エキス １ｇ クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 クラシエ製薬 14.50
内用薬 5200057D1029 三黄瀉心湯エキス １ｇ オースギ三黄瀉心湯エキスＧ 大杉製薬 25.10
内用薬 5200057D1053 三黄瀉心湯エキス １ｇ ＪＰＳ三黄瀉心湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

24.90

内用薬 5200057D1061 三黄瀉心湯エキス １ｇ 太虎堂の三黄瀉心湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 15.50
内用薬 5200057D1070 三黄瀉心湯エキス １ｇ ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 14.10

内用薬 5200057D1088 三黄瀉心湯エキス １ｇ テイコク三黄瀉心湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.70
内用薬 5200057D1096 三黄瀉心湯エキス １ｇ 本草三黄瀉心湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.40
内用薬 5200057D1100 三黄瀉心湯エキス １ｇ マツウラ三黄瀉心湯エキス顆粒 松浦薬業 16.70
内用薬 5200057M1029 三黄瀉心湯エキス １カプセル コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル 小太郎漢方製薬 28.70
内用薬 5200058D1023 三物黄ごん湯エキス １ｇ ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 7.90

内用薬 5200059D1036 滋陰降火湯エキス １ｇ ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 11.50

内用薬 5200060D1020 滋陰至宝湯エキス １ｇ ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 16.40

内用薬 5200061D1025 四逆散エキス １ｇ ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） ツムラ 18.20
内用薬 5200062C1024 四君子湯エキス １ｇ 〔東洋〕四君子湯エキス細粒 東洋薬行 21.90
内用薬 5200062D1020 四君子湯エキス １ｇ ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療 ツムラ 19.90
内用薬 5200062F1020 四君子湯エキス １錠 オースギ四君子湯エキス錠 大杉製薬 7.90
内用薬 5200063C1029 梔子柏皮湯エキス １ｇ コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.50
内用薬 5200064C1023 七物降下湯エキス １ｇ 〔東洋〕七物降下湯エキス細粒 東洋薬行 7.00
内用薬 5200064D1029 七物降下湯エキス １ｇ オースギ七物降下湯エキスＧ 大杉製薬 6.30
内用薬 5200064D1045 七物降下湯エキス １ｇ ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.40
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内用薬 5200064D1053 七物降下湯エキス １ｇ マツウラ七物降下湯エキス顆粒 松浦薬業 6.30
内用薬 5200065C1036 四物湯エキス １ｇ コタロー四物湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.50
内用薬 5200065C1044 四物湯エキス １ｇ ジュンコウ四物湯ＦＣエキス細粒医

療用
康和薬通 6.80

内用薬 5200065C1052 四物湯エキス １ｇ クラシエ四物湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.50
内用薬 5200065D1023 四物湯エキス １ｇ 太虎堂の四物湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.40
内用薬 5200065D1031 四物湯エキス １ｇ ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 8.80
内用薬 5200065D1040 四物湯エキス １ｇ テイコク四物湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200065D1066 四物湯エキス １ｇ 本草四物湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.10
内用薬 5200065F1059 四物湯エキス １錠 クラシエ四物湯エキス錠 大峰堂薬品工業 4.00
内用薬 5200066C1022 炙甘草湯エキス １ｇ コタロー炙甘草湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 10.10
内用薬 5200066D1036 炙甘草湯エキス １ｇ ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療 ツムラ 19.10
内用薬 5200067C1035 芍薬甘草湯エキス １ｇ コタロー芍薬甘草湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.10
内用薬 5200067C1043 芍薬甘草湯エキス １ｇ ジュンコウ芍薬甘草湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 11.80

内用薬 5200067C1051 芍薬甘草湯エキス １ｇ 〔東洋〕芍薬甘草湯エキス細粒 東洋薬行 9.80
内用薬 5200067C1060 芍薬甘草湯エキス １ｇ クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 クラシエ製薬 8.50
内用薬 5200067D1049 芍薬甘草湯エキス １ｇ ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 7.40

内用薬 5200067D1057 芍薬甘草湯エキス １ｇ テイコク芍薬甘草湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.20
内用薬 5200067D1065 芍薬甘草湯エキス １ｇ 本草芍薬甘草湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.20
内用薬 5200067D1073 芍薬甘草湯エキス １ｇ マツウラ芍薬甘草湯エキス顆粒 松浦薬業 7.80
内用薬 5200068C1021 芍薬甘草附子湯エキス １ｇ 三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 三和生薬 13.30
内用薬 5200069C1034 十全大補湯エキス １ｇ コタロー十全大補湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.30
内用薬 5200069C1042 十全大補湯エキス １ｇ 三和十全大補湯エキス細粒 三和生薬 12.10
内用薬 5200069C1050 十全大補湯エキス １ｇ ジュンコウ十全大補湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 20.40

内用薬 5200069C1069 十全大補湯エキス １ｇ 〔東洋〕十全大補湯エキス細粒 東洋薬行 12.10
内用薬 5200069C1077 十全大補湯エキス １ｇ クラシエ十全大補湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 15.80
内用薬 5200069D1021 十全大補湯エキス １ｇ オースギ十全大補湯エキスＧ 大杉製薬 8.40
内用薬 5200069D1048 十全大補湯エキス １ｇ ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 20.20

内用薬 5200069D1056 十全大補湯エキス １ｇ テイコク十全大補湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 8.20
内用薬 5200069D1072 十全大補湯エキス １ｇ 本草十全大補湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 8.20
内用薬 5200070C1037 十味敗毒湯エキス １ｇ コタロー十味敗毒湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 14.50
内用薬 5200070C1045 十味敗毒湯エキス １ｇ 三和十味敗毒湯エキス細粒 三和生薬 10.00
内用薬 5200070C1053 十味敗毒湯エキス １ｇ 〔東洋〕十味敗毒湯エキス細粒 東洋薬行 14.50
内用薬 5200070C1061 十味敗毒湯エキス １ｇ クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 クラシエ製薬 14.50
内用薬 5200070D1024 十味敗毒湯エキス １ｇ オースギ十味敗毒湯エキスＧ 大杉製薬 14.50
内用薬 5200070D1059 十味敗毒湯エキス １ｇ ＪＰＳ十味敗毒湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

11.10

内用薬 5200070D1075 十味敗毒湯エキス １ｇ 十味敗毒湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 10.00 H28.3.31まで
内用薬 5200070D1091 十味敗毒湯エキス １ｇ 太虎堂の十味敗毒湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 11.50
内用薬 5200070D1105 十味敗毒湯エキス １ｇ ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 15.50

内用薬 5200070D1113 十味敗毒湯エキス １ｇ テイコク十味敗毒湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 7.00
内用薬 5200070D1130 十味敗毒湯エキス １ｇ 本草十味敗毒湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.20
内用薬 5200070D1148 十味敗毒湯エキス １ｇ マツウラ十味敗毒湯エキス顆粒 松浦薬業 9.10
内用薬 5200070F1033 十味敗毒湯エキス １錠 クラシエ十味敗毒湯エキス錠 大峰堂薬品工業 6.00
内用薬 5200071D1029 潤腸湯エキス １ｇ 太虎堂の潤腸湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 9.30
内用薬 5200071D1037 潤腸湯エキス １ｇ ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.30
内用薬 5200072C1028 小建中湯エキス １ｇ コタロー小建中湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 4.30
内用薬 5200072D1023 小建中湯エキス １ｇ オースギ小建中湯エキスＧ 大杉製薬 3.90
内用薬 5200072D1058 小建中湯エキス １ｇ ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療 ツムラ 7.50
内用薬 5200073C1030 小柴胡湯エキス １ｇ コタロー小柴胡湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 23.40
内用薬 5200073C1049 小柴胡湯エキス １ｇ 三和小柴胡湯エキス細粒 三和生薬 21.70
内用薬 5200073C1057 小柴胡湯エキス １ｇ ジュンコウ小柴胡湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 39.90

内用薬 5200073C1065 小柴胡湯エキス １ｇ 〔東洋〕小柴胡湯エキス細粒 東洋薬行 19.30
内用薬 5200073C1081 小柴胡湯エキス １ｇ クラシエ小柴胡湯エキス細粒 クラシエ製薬 33.60
内用薬 5200073D1028 小柴胡湯エキス １ｇ オースギ小柴胡湯エキスＧ 大杉製薬 21.30
内用薬 5200073D1044 小柴胡湯エキス １ｇ サカモト小柴胡湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 13.10 H28.3.31まで
内用薬 5200073D1060 小柴胡湯エキス １ｇ 小柴胡湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 12.50 H28.3.31まで
内用薬 5200073D1087 小柴胡湯エキス １ｇ ＪＰＳ小柴胡湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

21.30

内用薬 5200073D1109 小柴胡湯エキス １ｇ 太虎堂の小柴胡湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 26.70
内用薬 5200073D1117 小柴胡湯エキス １ｇ ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療 ツムラ 31.50
内用薬 5200073D1125 小柴胡湯エキス １ｇ テイコク小柴胡湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 15.10
内用薬 5200073D1150 小柴胡湯エキス １ｇ 本草小柴胡湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 12.50
内用薬 5200073D1168 小柴胡湯エキス １ｇ マツウラ小柴胡湯エキス顆粒 松浦薬業 18.20
内用薬 5200073F1029 小柴胡湯エキス １錠 オースギ小柴胡湯エキスＴ錠 高砂薬業 9.60
内用薬 5200073F1061 小柴胡湯エキス １錠 クラシエ小柴胡湯エキス錠 大峰堂薬品工業 12.80
内用薬 5200074D1022 小柴胡湯加桔梗石膏エキ

ス
１ｇ ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆

粒（医療用）
ツムラ 40.60

内用薬 5200075C1030 小青竜湯エキス １ｇ コタロー小青竜湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 12.30
内用薬 5200075C1048 小青竜湯エキス １ｇ 三和小青竜湯エキス細粒 三和生薬 10.80
内用薬 5200075C1056 小青竜湯エキス １ｇ クラシエ小青竜湯エキス細粒 クラシエ製薬 19.40
内用薬 5200075D1027 小青竜湯エキス １ｇ オースギ小青竜湯エキスＧ 大杉製薬 10.40
内用薬 5200075D1035 小青竜湯エキス １ｇ サカモト小青竜湯エキス顆粒－Ｓ 阪本漢法製薬 6.30 H28.3.31まで
内用薬 5200075D1051 小青竜湯エキス １ｇ 小青竜湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 9.60 H28.3.31まで
内用薬 5200075D1060 小青竜湯エキス １ｇ ＪＰＳ小青竜湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

12.20

内用薬 5200075D1078 小青竜湯エキス １ｇ 太虎堂の小青竜湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 12.20
内用薬 5200075D1086 小青竜湯エキス １ｇ ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療 ツムラ 14.10
内用薬 5200075D1094 小青竜湯エキス １ｇ テイコク小青竜湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 7.40
内用薬 5200075D1116 小青竜湯エキス １ｇ 本草小青龍湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 7.20
内用薬 5200075F1028 小青竜湯エキス １錠 オースギ小青竜湯エキスＴ錠 高砂薬業 5.60
内用薬 5200075F1052 小青竜湯エキス １錠 クラシエ小青竜湯エキス錠 大峰堂薬品工業 6.80
内用薬 5200076C1034 小半夏加茯苓湯エキス １ｇ コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 13.20
内用薬 5200076C1050 小半夏加茯苓湯エキス １ｇ クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒 クラシエ製薬 13.20
内用薬 5200076D1030 小半夏加茯苓湯エキス １ｇ ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 11.30

内用薬 5200076D1048 小半夏加茯苓湯エキス １ｇ テイコク小半夏加茯苓湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 7.90
内用薬 5200076D1056 小半夏加茯苓湯エキス １ｇ 本草小半夏加茯苓湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 7.10
内用薬 5200076D1064 小半夏加茯苓湯エキス １ｇ オースギ小半夏加茯苓湯エキスＧ 大杉製薬 21.10
内用薬 5200077C1020 消風散エキス １ｇ コタロー消風散エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.70
内用薬 5200077D1026 消風散エキス １ｇ オースギ消風散エキスＧ 大杉製薬 8.60
内用薬 5200077D1034 消風散エキス １ｇ ツムラ消風散エキス顆粒（医療用） ツムラ 13.30
内用薬 5200078D1020 升麻葛根湯エキス １ｇ ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 6.20

内用薬 5200079C1020 四苓湯 １ｇ オースギ四苓湯細粒（調剤用） 大杉製薬 12.00
内用薬 5200080C1030 辛夷清肺湯エキス １ｇ コタロー辛夷清肺湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 9.00
内用薬 5200080C1049 辛夷清肺湯エキス １ｇ クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 13.40
内用薬 5200080D1028 辛夷清肺湯エキス １ｇ オースギ辛夷清肺湯エキスＧ 大杉製薬 7.60
内用薬 5200080D1044 辛夷清肺湯エキス １ｇ ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 17.00

内用薬 5200081D1022 参蘇飲エキス １ｇ 太虎堂の参蘇飲エキス顆粒 太虎精堂製薬 11.40
内用薬 5200081D1030 参蘇飲エキス １ｇ ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用） ツムラ 13.50
内用薬 5200082C1030 神秘湯エキス １ｇ コタロー神秘湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 16.10
内用薬 5200082C1048 神秘湯エキス １ｇ 〔東洋〕神秘湯エキス細粒 東洋薬行 18.30
内用薬 5200082C1056 神秘湯エキス １ｇ クラシエ神秘湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 16.10
内用薬 5200082D1027 神秘湯エキス １ｇ オースギ神秘湯エキスＧ 大杉製薬 14.90
内用薬 5200082D1043 神秘湯エキス １ｇ ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 16.00
内用薬 5200082D1051 神秘湯エキス １ｇ 本草神秘湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 9.30
内用薬 5200083C1026 真武湯エキス １ｇ コタロー真武湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.20
内用薬 5200083C1034 真武湯エキス １ｇ 三和真武湯エキス細粒 三和生薬 12.20
内用薬 5200083D1021 真武湯エキス １ｇ ＪＰＳ真武湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
6.40

内用薬 5200083D1030 真武湯エキス １ｇ ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.40
内用薬 5200084D1026 清上防風湯エキス １ｇ オースギ清上防風湯エキスＧ 大杉製薬 10.30
内用薬 5200084D1034 清上防風湯エキス １ｇ ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 13.60

内用薬 5200085D1020 清暑益気湯エキス １ｇ ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 23.30
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内用薬 5200086C1020 清心蓮子飲エキス １ｇ ジュンコウ清心蓮子飲ＦＣエキス細
粒医療用

康和薬通 23.60

内用薬 5200086C1038 清心蓮子飲エキス １ｇ 〔東洋〕清心連子飲エキス細粒 東洋薬行 19.60
内用薬 5200086D1033 清心蓮子飲エキス １ｇ ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 20.80

内用薬 5200087D1020 清肺湯エキス １ｇ ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 11.10
内用薬 5200088D1024 川きゅう茶調散エキス １ｇ オースギ川きゅう茶調散料エキスＴ 高砂薬業 6.70
内用薬 5200088D1032 川きゅう茶調散エキス １ｇ ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 8.70

内用薬 5200089D1029 疎経活血湯エキス １ｇ オースギ疎経活血湯エキスＧ 大杉製薬 5.70
内用薬 5200089D1037 疎経活血湯エキス １ｇ 太虎堂の疎経活血湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 8.70
内用薬 5200089D1045 疎経活血湯エキス １ｇ ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 10.40

内用薬 5200090D1021 大黄甘草湯エキス １ｇ オースギ大黄甘草湯エキスＧ 大杉製薬 10.60
内用薬 5200090D1030 大黄甘草湯エキス １ｇ ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 5.30

内用薬 5200090F1022 大黄甘草湯エキス １錠 オースギ大黄甘草湯エキスＴ錠 高砂薬業 5.60
内用薬 5200091C1020 大黄牡丹皮湯エキス １ｇ コタロー大黄牡丹皮湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.40
内用薬 5200091D1026 大黄牡丹皮湯エキス １ｇ ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 8.40

内用薬 5200091D1034 大黄牡丹皮湯エキス １ｇ テイコク大黄牡丹皮湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.20
内用薬 5200092C1025 大建中湯エキス １ｇ コタロー大建中湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 5.80
内用薬 5200092D1020 大建中湯エキス １ｇ ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療 ツムラ 9.60
内用薬 5200093C1038 大柴胡湯エキス １ｇ コタロー大柴胡湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 15.10
内用薬 5200093C1046 大柴胡湯エキス １ｇ 三和大柴胡湯エキス細粒 三和生薬 16.00
内用薬 5200093C1054 大柴胡湯エキス １ｇ ジュンコウ大柴胡湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 30.90

内用薬 5200093C1062 大柴胡湯エキス １ｇ 〔東洋〕大柴胡湯エキス細粒 東洋薬行 22.70
内用薬 5200093C1070 大柴胡湯エキス １ｇ クラシエ大柴胡湯エキス細粒 クラシエ製薬 24.60
内用薬 5200093D1025 大柴胡湯エキス １ｇ オースギ大柴胡湯エキスＧ 大杉製薬 16.90
内用薬 5200093D1033 大柴胡湯エキス １ｇ サカモト大柴胡湯エキス顆粒－Ｓ 阪本漢法製薬 8.20 H28.3.31まで
内用薬 5200093D1041 大柴胡湯エキス １ｇ ＪＰＳ大柴胡湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

16.90

内用薬 5200093D1068 大柴胡湯エキス １ｇ 太虎堂の大柴胡湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 19.00
内用薬 5200093D1092 大柴胡湯エキス １ｇ ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療 ツムラ 24.00
内用薬 5200093D1106 大柴胡湯エキス １ｇ テイコク大柴胡湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 9.10
内用薬 5200093D1122 大柴胡湯エキス １ｇ 本草大柴胡湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 10.10
内用薬 5200093D1130 大柴胡湯エキス １ｇ マツウラ大柴胡湯エキス顆粒 松浦薬業 12.70
内用薬 5200093D1149 大柴胡湯エキス １ｇ 大柴胡湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 13.30 H28.3.31まで
内用薬 5200093F1026 大柴胡湯エキス １錠 オースギ大柴胡湯エキスＴ錠 高砂薬業 7.90
内用薬 5200093F1069 大柴胡湯エキス １錠 クラシエ大柴胡湯エキス錠 大峰堂薬品工業 8.20
内用薬 5200094C1024 大柴胡湯去大黄エキス １ｇ コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 小太郎漢方製薬 17.40
内用薬 5200094C1032 大柴胡湯去大黄エキス １ｇ 三和大柴胡去大黄湯エキス細粒 三和生薬 16.60
内用薬 5200095C1029 大承気湯エキス １ｇ コタロー大承気湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.70
内用薬 5200095D1024 大承気湯エキス １ｇ ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療 ツムラ 6.40
内用薬 5200096C1023 大防風湯エキス １ｇ 三和大防風湯エキス細粒 三和生薬 16.20
内用薬 5200096D1029 大防風湯エキス １ｇ ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療 ツムラ 13.50
内用薬 5200097D1023 竹じょ温胆湯エキス １ｇ ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 30.80

内用薬 5200098D1028 治打撲一方エキス １ｇ ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 8.80

内用薬 5200099D1022 治頭瘡一方エキス １ｇ ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 8.20

内用薬 5200100D1027 調胃承気湯エキス １ｇ ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 6.30

内用薬 5200101D1030 釣藤散エキス １ｇ ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） ツムラ 15.50
内用薬 5200101D1048 釣藤散エキス １ｇ マツウラ釣藤散エキス顆粒 松浦薬業 9.20
内用薬 5200102C1020 腸癰湯エキス １ｇ コタロー腸癰湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 9.40
内用薬 5200103C1033 猪苓湯エキス １ｇ コタロー猪苓湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 14.00
内用薬 5200103C1041 猪苓湯エキス １ｇ 三和猪苓湯エキス細粒 三和生薬 10.60
内用薬 5200103C1068 猪苓湯エキス １ｇ 〔東洋〕猪苓湯エキス細粒 東洋薬行 14.00
内用薬 5200103C1092 猪苓湯エキス １ｇ クラシエ猪苓湯エキス細粒 クラシエ製薬 15.90
内用薬 5200103D1020 猪苓湯エキス １ｇ オースギ猪苓湯エキスＧ 大杉製薬 12.90
内用薬 5200103D1047 猪苓湯エキス １ｇ ＪＰＳ猪苓湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製

薬
11.40

内用薬 5200103D1063 猪苓湯エキス １ｇ 太虎堂の猪苓湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 11.30
内用薬 5200103D1098 猪苓湯エキス １ｇ 猪苓湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 7.80 H28.3.31まで
内用薬 5200103D1101 猪苓湯エキス １ｇ ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 15.10
内用薬 5200103D1110 猪苓湯エキス １ｇ テイコク猪苓湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 8.10
内用薬 5200103D1144 猪苓湯エキス １ｇ 本草猪苓湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.70
内用薬 5200103D1152 猪苓湯エキス １ｇ マツウラ猪苓湯エキス顆粒 松浦薬業 9.60
内用薬 5200104D1025 猪苓湯合四物湯エキス １ｇ ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 24.80

内用薬 5200105C1024 通導散エキス １ｇ コタロー通導散エキス細粒 小太郎漢方製薬 5.80
内用薬 5200105D1020 通導散エキス １ｇ 太虎堂の通導散エキス顆粒 太虎精堂製薬 7.10
内用薬 5200105D1038 通導散エキス １ｇ ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.50
内用薬 5200106C1037 桃核承気湯エキス １ｇ コタロー桃核承気湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.60
内用薬 5200106C1045 桃核承気湯エキス １ｇ ジュンコウ桃核承気湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 10.40

内用薬 5200106C1053 桃核承気湯エキス １ｇ クラシエ桃核承気湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.30
内用薬 5200106D1024 桃核承気湯エキス １ｇ オースギ桃核承気湯エキスＧ 大杉製薬 10.10
内用薬 5200106D1040 桃核承気湯エキス １ｇ ＪＰＳ桃核承気湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

6.80

内用薬 5200106D1059 桃核承気湯エキス １ｇ ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 9.10

内用薬 5200106D1067 桃核承気湯エキス １ｇ テイコク桃核承気湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.80
内用薬 5200106D1091 桃核承気湯エキス １ｇ 本草桃核承気湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.80
内用薬 5200106F1041 桃核承気湯エキス １錠 クラシエ桃核承気湯エキス錠 大峰堂薬品工業 3.20
内用薬 5200107D1029 当帰湯エキス １ｇ ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 33.60
内用薬 5200108D1023 当帰飲子エキス １ｇ ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療 ツムラ 13.50
内用薬 5200109D1028 当帰建中湯エキス １ｇ ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.50

内用薬 5200110C1033 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
エキス

１ｇ コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エ
キス細粒

小太郎漢方製薬 7.50

内用薬 5200110C1041 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
エキス

１ｇ クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エ
キス細粒

大峰堂薬品工業 8.40

内用薬 5200110D1020 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
エキス

１ｇ オースギ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エ
キスＧ

大杉製薬 6.40

内用薬 5200110D1047 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
エキス

１ｇ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキ
ス顆粒（医療用）

ツムラ 11.30

内用薬 5200111B1032 当帰芍薬散エキス １ｇ 太虎堂の当帰芍薬散料エキス散 太虎精堂製薬 6.40
内用薬 5200111C1038 当帰芍薬散エキス １ｇ コタロー当帰芍薬散料エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.20
内用薬 5200111C1046 当帰芍薬散エキス １ｇ 三和当帰芍薬散料エキス細粒 三和生薬 7.40
内用薬 5200111C1054 当帰芍薬散エキス １ｇ ジュンコウ当帰芍薬散料ＦＣエキス

細粒医療用
康和薬通 12.10

内用薬 5200111C1062 当帰芍薬散エキス １ｇ 〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒 東洋薬行 7.40
内用薬 5200111C1089 当帰芍薬散エキス １ｇ クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 クラシエ製薬 10.80
内用薬 5200111D1025 当帰芍薬散エキス １ｇ オースギ当帰芍薬散料エキスＧ 大杉製薬 6.60
内用薬 5200111D1041 当帰芍薬散エキス １ｇ ＪＰＳ当帰芍薬散料エキス顆粒〔調

剤用〕
ジェーピーエス製
薬

8.00

内用薬 5200111D1068 当帰芍薬散エキス １ｇ 太虎堂の当帰芍薬散料エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.60
内用薬 5200111D1076 当帰芍薬散エキス １ｇ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.70

内用薬 5200111D1084 当帰芍薬散エキス １ｇ テイコク当帰芍薬散エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200111D1130 当帰芍薬散エキス １ｇ 当帰芍薬散料エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 6.90 H28.3.31まで
内用薬 5200111D1157 当帰芍薬散エキス １ｇ 本草当帰芍薬散料エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.70
内用薬 5200111D1165 当帰芍薬散エキス １ｇ マツウラ当帰芍薬散料エキス顆粒 松浦薬業 6.20
内用薬 5200111F1026 当帰芍薬散エキス １錠 オースギ当帰芍薬散料エキスＴ錠 高砂薬業 3.40
内用薬 5200112C1024 当帰芍薬散加附子エキス １ｇ 三和当帰芍薬散加附子エキス細粒 三和生薬 12.70
内用薬 5200113D1024 二朮湯エキス １ｇ ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 12.20
内用薬 5200114C1023 二陳湯エキス １ｇ 〔東洋〕二陳湯エキス細粒 東洋薬行 14.20
内用薬 5200114D1029 二陳湯エキス １ｇ ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 10.70
内用薬 5200115D1023 女神散エキス １ｇ ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） ツムラ 23.70
内用薬 5200116C1030 人参湯エキス １ｇ コタロー人参湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 13.50
内用薬 5200116C1049 人参湯エキス １ｇ 〔東洋〕人参湯エキス細粒 東洋薬行 18.00
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内用薬 5200116C1057 人参湯エキス １ｇ 本草人参湯エキス細粒 本草製薬 6.20
内用薬 5200116C1065 人参湯エキス １ｇ クラシエ人参湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 12.30
内用薬 5200116D1028 人参湯エキス １ｇ オースギ人参湯エキスＧ 大杉製薬 12.90
内用薬 5200116D1052 人参湯エキス １ｇ 太虎堂の人参湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 8.40
内用薬 5200116D1060 人参湯エキス １ｇ ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 15.00
内用薬 5200116D1079 人参湯エキス １ｇ テイコク人参湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.40
内用薬 5200116D1109 人参湯エキス １ｇ マツウラ人参湯エキス顆粒 松浦薬業 10.90
内用薬 5200117C1035 人参養栄湯エキス １ｇ コタロー人参養栄湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 11.50
内用薬 5200117C1043 人参養栄湯エキス １ｇ クラシエ人参養栄湯エキス細粒 クラシエ製薬 24.40
内用薬 5200117D1022 人参養栄湯エキス １ｇ オースギ人参養栄湯エキスＧ 大杉製薬 10.10
内用薬 5200117D1030 人参養栄湯エキス １ｇ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 21.80

内用薬 5200118C1021 排膿散及湯エキス １ｇ コタロー排膿散及湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.30
内用薬 5200118D1027 排膿散及湯エキス １ｇ ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 8.60

内用薬 5200119C1026 麦門冬湯エキス １ｇ コタロー麦門冬湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.90
内用薬 5200119C1034 麦門冬湯エキス １ｇ ジュンコウ麦門冬湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 21.30

内用薬 5200119D1021 麦門冬湯エキス １ｇ ＪＰＳ麦門冬湯エキス顆粒〔調剤
用〕

ジェーピーエス製
薬

13.00

内用薬 5200119D1030 麦門冬湯エキス １ｇ ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療 ツムラ 18.30
内用薬 5200119D1048 麦門冬湯エキス １ｇ テイコク麦門冬湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 10.90
内用薬 5200119D1056 麦門冬湯エキス １ｇ マツウラ麦門冬湯エキス顆粒 松浦薬業 13.00
内用薬 5200120C1029 八味丸エキス １ｇ コタロー八味丸料エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.20
内用薬 5200120D1024 八味丸エキス １ｇ テイコク八味丸エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200120D1032 八味丸エキス １ｇ 本草八味丸料エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.70
内用薬 5200120L1029 八味丸 １０丸 ウチダの八味丸Ｍ ウチダ和漢薬 11.10
内用薬 5200121C1031 八味地黄丸エキス １ｇ 三和八味地黄丸料エキス細粒 三和生薬 8.50
内用薬 5200121C1040 八味地黄丸エキス １ｇ クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 クラシエ製薬 11.10
内用薬 5200121D1029 八味地黄丸エキス １ｇ オースギ八味地黄丸料エキスＧ 大杉製薬 7.40
内用薬 5200121D1037 八味地黄丸エキス １ｇ ＪＰＳ八味地黄丸料エキス顆粒〔調

剤用〕
ジェーピーエス製
薬

6.80

内用薬 5200121D1045 八味地黄丸エキス １ｇ ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 10.70

内用薬 5200121D1061 八味地黄丸エキス １ｇ 八味地黄丸料エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 7.70 H28.3.31まで
内用薬 5200121F1020 八味地黄丸エキス １錠 オースギ八味地黄丸料エキスＴ錠 高砂薬業 3.90
内用薬 5200121F1046 八味地黄丸エキス １錠 クラシエ八味地黄丸料エキス錠 大峰堂薬品工業 4.80
内用薬 5200122C1036 半夏厚朴湯エキス １ｇ コタロー半夏厚朴湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 10.30
内用薬 5200122C1044 半夏厚朴湯エキス １ｇ 三和半夏厚朴湯エキス細粒 三和生薬 12.90
内用薬 5200122C1052 半夏厚朴湯エキス １ｇ ジュンコウ半夏厚朴湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 14.60

内用薬 5200122C1060 半夏厚朴湯エキス １ｇ 〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒 東洋薬行 10.30
内用薬 5200122C1079 半夏厚朴湯エキス １ｇ クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.70
内用薬 5200122D1023 半夏厚朴湯エキス １ｇ オースギ半夏厚朴湯エキスＧ 大杉製薬 19.50
内用薬 5200122D1040 半夏厚朴湯エキス １ｇ ＪＰＳ半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

7.80

内用薬 5200122D1066 半夏厚朴湯エキス １ｇ 太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 11.80
内用薬 5200122D1074 半夏厚朴湯エキス １ｇ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 10.20

内用薬 5200122D1082 半夏厚朴湯エキス １ｇ テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200122D1112 半夏厚朴湯エキス １ｇ 本草半夏厚朴湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.90
内用薬 5200122F1024 半夏厚朴湯エキス １錠 オースギ半夏厚朴湯エキスＴ錠 高砂薬業 5.60
内用薬 5200122F1067 半夏厚朴湯エキス １錠 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 大峰堂薬品工業 5.60
内用薬 5200123C1030 半夏瀉心湯エキス １ｇ コタロー半夏瀉心湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 18.00
内用薬 5200123C1049 半夏瀉心湯エキス １ｇ 三和半夏瀉心湯エキス細粒 三和生薬 20.70
内用薬 5200123C1057 半夏瀉心湯エキス １ｇ ジュンコウ半夏瀉心湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 25.90

内用薬 5200123C1065 半夏瀉心湯エキス １ｇ 〔東洋〕半夏瀉心湯エキス細粒 東洋薬行 23.80
内用薬 5200123C1081 半夏瀉心湯エキス １ｇ クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 22.50
内用薬 5200123D1028 半夏瀉心湯エキス １ｇ オースギ半夏瀉心湯エキスＧ 大杉製薬 17.00
内用薬 5200123D1044 半夏瀉心湯エキス １ｇ サカモト半夏瀉心湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 11.20 H28.3.31まで
内用薬 5200123D1052 半夏瀉心湯エキス １ｇ ＪＰＳ半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

18.30

内用薬 5200123D1060 半夏瀉心湯エキス １ｇ 太虎堂の半夏瀉心湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 16.10
内用薬 5200123D1079 半夏瀉心湯エキス １ｇ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 24.30

内用薬 5200123D1087 半夏瀉心湯エキス １ｇ テイコク半夏瀉心湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 9.30
内用薬 5200123D1109 半夏瀉心湯エキス １ｇ 半夏瀉心湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 14.80 H28.3.31まで
内用薬 5200123D1125 半夏瀉心湯エキス １ｇ 本草半夏瀉心湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 9.20
内用薬 5200123D1133 半夏瀉心湯エキス １ｇ マツウラ半夏瀉心湯エキス顆粒 松浦薬業 16.10
内用薬 5200123F1053 半夏瀉心湯エキス １錠 クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 大峰堂薬品工業 7.20
内用薬 5200124C1035 半夏白朮天麻湯エキス １ｇ コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 14.60
内用薬 5200124C1043 半夏白朮天麻湯エキス １ｇ 三和半夏白朮天麻湯エキス細粒 三和生薬 17.60
内用薬 5200124C1051 半夏白朮天麻湯エキス １ｇ クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 23.00
内用薬 5200124D1022 半夏白朮天麻湯エキス １ｇ ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 25.20

内用薬 5200125C1030 白虎加人参湯エキス １ｇ コタロー白虎加人参湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 9.80
内用薬 5200125C1048 白虎加人参湯エキス １ｇ クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 クラシエ製薬 27.20
内用薬 5200125D1035 白虎加人参湯エキス １ｇ ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 19.10

内用薬 5200125D1043 白虎加人参湯エキス １ｇ テイコク白虎加人参湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 9.60
内用薬 5200125F1036 白虎加人参湯エキス １錠 クラシエ白虎加人参湯エキス錠 大峰堂薬品工業 13.40
内用薬 5200126C1026 茯苓飲エキス １ｇ コタロー茯苓飲エキス細粒 小太郎漢方製薬 19.40
内用薬 5200126D1021 茯苓飲エキス １ｇ ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用） ツムラ 15.40
内用薬 5200127D1026 茯苓飲合半夏厚朴湯エキ

ス
１ｇ ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆

粒（医療用）
ツムラ 20.50

内用薬 5200128C1025 平胃散エキス １ｇ コタロー平胃散エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.90
内用薬 5200128D1020 平胃散エキス １ｇ オースギ平胃散料エキスＧ 大杉製薬 5.30
内用薬 5200128D1047 平胃散エキス １ｇ ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用） ツムラ 7.90
内用薬 5200128D1055 平胃散エキス １ｇ テイコク平胃散エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.30
内用薬 5200128D1080 平胃散エキス １ｇ 本草平胃散料エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 4.20
内用薬 5200129C1038 防已黄耆湯エキス １ｇ コタロー防已黄耆湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.30
内用薬 5200129C1046 防已黄耆湯エキス １ｇ ジュンコウ防已黄耆湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 11.20

内用薬 5200129C1062 防已黄耆湯エキス １ｇ クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 7.90
内用薬 5200129D1025 防已黄耆湯エキス １ｇ オースギ防已黄耆湯エキスＧ 大杉製薬 6.40
内用薬 5200129D1041 防已黄耆湯エキス １ｇ ＪＰＳ防已黄耆湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

7.90

内用薬 5200129D1068 防已黄耆湯エキス １ｇ 太虎堂の防已黄耆湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.60
内用薬 5200129D1076 防已黄耆湯エキス １ｇ ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 10.50

内用薬 5200129D1084 防已黄耆湯エキス １ｇ テイコク防已黄耆湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200129D1106 防已黄耆湯エキス １ｇ 本草防已黄耆湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.20
内用薬 5200129D1114 防已黄耆湯エキス １ｇ マツウラ防已黄耆湯エキス顆粒 松浦薬業 7.10
内用薬 5200129F1042 防已黄耆湯エキス １錠 クラシエ防已黄耆湯エキス錠 大峰堂薬品工業 4.20
内用薬 5200130C1030 防風通聖散エキス １ｇ コタロー防風通聖散エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.30
内用薬 5200130C1049 防風通聖散エキス １ｇ 三和防風通聖散料エキス細粒 三和生薬 6.30
内用薬 5200130C1057 防風通聖散エキス １ｇ 〔東洋〕防風通聖散料エキス細粒 東洋薬行 7.60
内用薬 5200130C1065 防風通聖散エキス １ｇ クラシエ防風通聖散料エキス細粒 クラシエ製薬 7.20
内用薬 5200130D1028 防風通聖散エキス １ｇ オースギ防風通聖散エキスＧ 大杉製薬 6.20
内用薬 5200130D1044 防風通聖散エキス １ｇ ＪＰＳ防風通聖散料エキス顆粒〔調

剤用〕
ジェーピーエス製
薬

7.30

内用薬 5200130D1052 防風通聖散エキス １ｇ 太虎堂の防風通聖散料エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.30
内用薬 5200130D1060 防風通聖散エキス １ｇ ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.10

内用薬 5200130D1079 防風通聖散エキス １ｇ テイコク防風通聖散エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200130D1087 防風通聖散エキス １ｇ 本草防風通聖散エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.30
内用薬 5200130D1095 防風通聖散エキス １ｇ マツウラ防風通聖散エキス顆粒 松浦薬業 6.30
内用薬 5200130F1037 防風通聖散エキス １錠 クラシエ防風通聖散エキス錠 大峰堂薬品工業 2.50
内用薬 5200131B1021 補中益気湯エキス １ｇ 太虎堂の補中益気湯エキス散 太虎精堂製薬 19.90
内用薬 5200131C1035 補中益気湯エキス １ｇ コタロー補中益気湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 11.70
内用薬 5200131C1043 補中益気湯エキス １ｇ 三和補中益気湯エキス細粒 三和生薬 15.60
内用薬 5200131C1051 補中益気湯エキス １ｇ ジュンコウ補中益気湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 25.90

内用薬 5200131C1060 補中益気湯エキス １ｇ 〔東洋〕補中益気湯エキス細粒 東洋薬行 18.70
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内用薬 5200131C1078 補中益気湯エキス １ｇ クラシエ補中益気湯エキス細粒 クラシエ製薬 22.40
内用薬 5200131D1022 補中益気湯エキス １ｇ オースギ補中益気湯エキスＧ 大杉製薬 10.90
内用薬 5200131D1049 補中益気湯エキス １ｇ ＪＰＳ補中益気湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

17.40

内用薬 5200131D1057 補中益気湯エキス １ｇ 太虎堂の補中益気湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 15.20
内用薬 5200131D1065 補中益気湯エキス １ｇ ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 25.00

内用薬 5200131D1073 補中益気湯エキス １ｇ テイコク補中益気湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 12.40
内用薬 5200131D1103 補中益気湯エキス １ｇ 補中益気湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 13.20 H28.3.31まで
内用薬 5200131D1120 補中益気湯エキス １ｇ 本草補中益気湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 10.50
内用薬 5200131F1031 補中益気湯エキス １錠 ジュンコウ補中益気湯ＦＣエキス錠

医療用
康和薬通 10.80 H26.12.12収載

内用薬 5200132C1030 麻黄湯エキス １ｇ コタロー麻黄湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.10
内用薬 5200132C1048 麻黄湯エキス １ｇ ジュンコウ麻黄湯ＦＣエキス細粒医

療用
康和薬通 10.80

内用薬 5200132C1064 麻黄湯エキス １ｇ クラシエ麻黄湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.40
内用薬 5200132D1035 麻黄湯エキス １ｇ ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 8.10
内用薬 5200132D1043 麻黄湯エキス １ｇ テイコク麻黄湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.60
内用薬 5200132D1060 麻黄湯エキス １ｇ 本草麻黄湯エキス顆粒－Ｓ 本草製薬 5.60
内用薬 5200133C1026 麻黄附子細辛湯エキス １ｇ 三和麻黄附子細辛湯エキス細粒 三和生薬 27.70
内用薬 5200133D1021 麻黄附子細辛湯エキス １ｇ ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 19.80

内用薬 5200133M1021 麻黄附子細辛湯エキス １カプセル コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプ
セル

小太郎漢方製薬 23.50

内用薬 5200134C1020 麻杏甘石湯エキス １ｇ コタロー麻杏甘石湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.60
内用薬 5200134C1039 麻杏甘石湯エキス １ｇ ジュンコウ麻杏甘石湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 9.30

内用薬 5200134D1026 麻杏甘石湯エキス １ｇ オースギ麻杏甘石湯エキスＧ 大杉製薬 8.10
内用薬 5200134D1042 麻杏甘石湯エキス １ｇ ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 6.90

内用薬 5200134D1050 麻杏甘石湯エキス １ｇ テイコク麻杏甘石湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.20
内用薬 5200134D1077 麻杏甘石湯エキス １ｇ 本草麻杏甘石湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 3.90
内用薬 5200134D1093 麻杏甘石湯エキス １ｇ マツウラ麻杏甘石湯エキス顆粒 松浦薬業 9.30
内用薬 5200135C1033 麻杏よく甘湯エキス １ｇ コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.60
内用薬 5200135C1041 麻杏よく甘湯エキス １ｇ 三和麻杏よく甘湯エキス細粒 三和生薬 11.50
内用薬 5200135C1050 麻杏よく甘湯エキス １ｇ クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 8.20
内用薬 5200135D1020 麻杏よく甘湯エキス １ｇ オースギ麻杏よく甘湯エキスＧ 大杉製薬 10.80
内用薬 5200135D1039 麻杏よく甘湯エキス １ｇ ＪＰＳ麻杏よく甘湯エキス顆粒〔調

剤用〕
ジェーピーエス製
薬

6.50

内用薬 5200135D1047 麻杏よく甘湯エキス １ｇ ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医
療用）

ツムラ 9.50

内用薬 5200135D1063 麻杏よく甘湯エキス １ｇ 麻杏よく甘湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 6.20 H28.3.31まで
内用薬 5200136C1020 麻子仁丸エキス １ｇ コタロー麻子仁丸料エキス細粒 小太郎漢方製薬 9.10
内用薬 5200136D1025 麻子仁丸エキス １ｇ オースギ麻子仁丸料エキスＧ 大杉製薬 8.90
内用薬 5200136D1033 麻子仁丸エキス １ｇ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療 ツムラ 7.10
内用薬 5200137C1024 木防已湯エキス １ｇ コタロー木防已湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 14.90
内用薬 5200137C1032 木防已湯エキス １ｇ 三和木防已湯エキス細粒 三和生薬 25.20
内用薬 5200137D1020 木防已湯エキス １ｇ ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療 ツムラ 14.10
内用薬 5200138C1037 よく苡仁湯エキス １ｇ ジュンコウよく苡仁湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 10.20

内用薬 5200138C1045 よく苡仁湯エキス １ｇ 〔東洋〕よく苡仁湯エキス細粒 東洋薬行 7.30
内用薬 5200138C1053 よく苡仁湯エキス １ｇ クラシエよく苡仁湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.10
内用薬 5200138D1024 よく苡仁湯エキス １ｇ オースギよく苡仁湯エキスＴＧ 高砂薬業 6.20
内用薬 5200138D1059 よく苡仁湯エキス １ｇ ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 10.20

内用薬 5200138D1067 よく苡仁湯エキス １ｇ 本草よく苡仁湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.90
内用薬 5200138D1075 よく苡仁湯エキス １ｇ マツウラよく苡仁湯エキス顆粒 松浦薬業 6.80
内用薬 5200138F1041 よく苡仁湯エキス １錠 クラシエよく苡仁湯エキス錠 大峰堂薬品工業 3.80
内用薬 5200139D1029 抑肝散エキス １ｇ オースギ抑肝散料エキスＴＧ 高砂薬業 8.50
内用薬 5200139D1037 抑肝散エキス １ｇ ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） ツムラ 11.80
内用薬 5200140C1034 抑肝散加陳皮半夏エキス １ｇ コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細 小太郎漢方製薬 10.10
内用薬 5200140C1042 抑肝散加陳皮半夏エキス １ｇ クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細 大峰堂薬品工業 14.60
内用薬 5200140D1021 抑肝散加陳皮半夏エキス １ｇ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 15.90

内用薬 5200141C1039 六君子湯エキス １ｇ コタロー六君子湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 11.60
内用薬 5200141C1047 六君子湯エキス １ｇ 三和六君子湯エキス細粒 三和生薬 14.40
内用薬 5200141C1055 六君子湯エキス １ｇ 〔東洋〕六君子湯エキス細粒 東洋薬行 19.40
内用薬 5200141C1063 六君子湯エキス １ｇ クラシエ六君子湯エキス細粒 クラシエ製薬 20.60
内用薬 5200141D1026 六君子湯エキス １ｇ オースギ六君子湯エキスＧ 大杉製薬 14.40
内用薬 5200141D1034 六君子湯エキス １ｇ ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療 ツムラ 20.00
内用薬 5200141D1042 六君子湯エキス １ｇ テイコク六君子湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 9.40
内用薬 5200141D1069 六君子湯エキス １ｇ 本草六君子湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 8.50
内用薬 5200141D1077 六君子湯エキス １ｇ マツウラ六君子湯エキス顆粒 松浦薬業 13.70
内用薬 5200142B1020 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散 太虎精堂製薬 6.40
内用薬 5200142C1025 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.70
内用薬 5200142C1033 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 三和竜胆瀉肝湯エキス細粒 三和生薬 7.70
内用薬 5200142C1041 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ ジュンコウ龍胆瀉肝湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 7.70

内用薬 5200142C1050 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス細粒 太虎精堂製薬 6.40
内用薬 5200142C1068 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 〔東洋〕龍胆瀉肝湯エキス細粒 東洋薬行 7.70
内用薬 5200142D1039 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.70
内用薬 5200142D1047 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 11.70

内用薬 5200143C1020 苓甘姜味辛夏仁湯エキス １ｇ コタロー苓甘姜味辛夏仁湯エキス細 小太郎漢方製薬 17.30
内用薬 5200143D1025 苓甘姜味辛夏仁湯エキス １ｇ ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 21.40

内用薬 5200144C1024 苓姜朮甘湯エキス １ｇ コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 10.40
内用薬 5200144C1032 苓姜朮甘湯エキス １ｇ 三和苓姜朮甘湯エキス細粒 三和生薬 13.90
内用薬 5200144D1020 苓姜朮甘湯エキス １ｇ ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.00

内用薬 5200144D1046 苓姜朮甘湯エキス １ｇ 本草苓姜朮甘湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.30
内用薬 5200145C1037 苓桂朮甘湯エキス １ｇ コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.50
内用薬 5200145C1045 苓桂朮甘湯エキス １ｇ 三和苓桂朮甘湯エキス細粒 三和生薬 11.30
内用薬 5200145C1053 苓桂朮甘湯エキス １ｇ ジュンコウ苓桂朮甘湯ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 11.30

内用薬 5200145C1061 苓桂朮甘湯エキス １ｇ 〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒 東洋薬行 7.50
内用薬 5200145C1070 苓桂朮甘湯エキス １ｇ クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 クラシエ製薬 8.00
内用薬 5200145D1024 苓桂朮甘湯エキス １ｇ オースギ苓桂朮甘湯エキスＴＧ 高砂薬業 7.70
内用薬 5200145D1032 苓桂朮甘湯エキス １ｇ ＪＰＳ苓桂朮甘湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

6.20

内用薬 5200145D1040 苓桂朮甘湯エキス １ｇ 太虎堂の苓桂朮甘湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.40
内用薬 5200145D1059 苓桂朮甘湯エキス １ｇ ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 7.30

内用薬 5200145D1075 苓桂朮甘湯エキス １ｇ 本草苓桂朮甘湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.00
内用薬 5200145D1083 苓桂朮甘湯エキス １ｇ マツウラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 松浦薬業 9.80
内用薬 5200146C1031 六味丸エキス １ｇ クラシエ六味丸料エキス細粒 クラシエ製薬 8.30
内用薬 5200146D1029 六味丸エキス １ｇ ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） ツムラ 8.90
内用薬 5200147C1028 六味地黄丸エキス １ｇ ジュンコウ六味地黄丸料ＦＣエキス

細粒医療用
康和薬通 9.90

内用薬 5200147C1036 六味地黄丸エキス １ｇ 〔東洋〕六味地黄丸料エキス細粒 東洋薬行 8.80
内用薬 5200148C1022 附子人参湯エキス １ｇ 三和附子理中湯エキス細粒 三和生薬 24.00
内用薬 5200149D1022 立効散エキス １ｇ ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） ツムラ 11.00
内用薬 5900001A1025 ブシ末 １ｇ 局 花扇加工ブシ末Ｋ 小西製薬 14.00
内用薬 5900001A1033 ブシ末 １ｇ 局 本草加工ブシ末 本草製薬 10.00
内用薬 5900001A1041 ブシ末 １ｇ 局 オースギ加工ブシ末 高砂薬業 10.70
内用薬 5900001F1022 ブシ末 １６６．６７ｍｇ１錠 アコニンサン錠 三和生薬 5.60
内用薬 5900001X1036 ブシ末 １ｇ 局 加工ブシ末「三和生薬」 三和生薬 12.00
内用薬 5900002A1020 ブシ末 １ｇ 局 小太郎漢方の炮附子末 小太郎漢方製薬 12.10
内用薬 5900003B1020 ヨクイニンエキス １ｇ ヨクイニンエキス散「コタロー」 小太郎漢方製薬 16.40
内用薬 5900003F1021 ヨクイニンエキス １錠 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 小太郎漢方製薬 5.90
内用薬 5900004A1037 ブシ末 １ｇ 局 マツウラの修治附子末（調剤用） 松浦薬業 11.90
内用薬 5900004A1053 ブシ末 １ｇ 局 ブシ末（調剤用）「ツムラ」 ツムラ 13.00
内用薬 6111002D1039 ベンジルペニシリンベン

ザチン水和物
４０万単位１ｇ バイシリンＧ顆粒４０万単位 ＭＳＤ 28.80

内用薬 6112001M1031 クリンダマイシン塩酸塩 ７５ｍｇ１カプセル 局 ダラシンカプセル７５ｍｇ ファイザー 先発品 17.30
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内用薬 6112001M2038 クリンダマイシン塩酸塩 １５０ｍｇ１カプセル 局 ダラシンカプセル１５０ｍｇ ファイザー 先発品 23.40
内用薬 6112003M1030 リンコマイシン塩酸塩水

和物
２５０ｍｇ１カプセル リンコシンカプセル２５０ｍｇ ファイザー 22.90

内用薬 6113001B1046 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 塩酸バンコマイシン散０．５「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 1,513.30 H28.3.31まで

内用薬 6113001B1070 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 1,261.70 H27.9.30まで

内用薬 6113001B1089 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 ※ 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ（シ
オノギ）

塩野義製薬 先発品 ○ 2,924.80

内用薬 6113001B1097 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,513.30

内用薬 6113001B1100 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ
「タイヨー」

テバ製薬 後発品 1,261.70

内用薬 6113001B1119 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 1,261.70 H26.12.12収載

内用薬 6113001B1127 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 1,513.30 H27.12.11収載

内用薬 6121001F1082 ピブメシリナム塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 メリシン錠５０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 75.80 H27.3.31まで
内用薬 6123003M1042 カナマイシン一硫酸塩 ２５０ｍｇ１カプセル カナマイシンカプセル２５０ｍｇ

「明治」
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

39.30

内用薬 6123003Q1044 カナマイシン一硫酸塩 ５０ｍｇ１ｍＬ カナマイシンシロップ５％「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

8.20

内用薬 6123003R1031 カナマイシン一硫酸塩 ２００ｍｇ１ｇ カナマイシンドライシロップ２０％
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

34.00

内用薬 6125001B1039 コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

２００万単位１ｇ コリマイシン散２００万単位／ｇ ポーラファルマ 44.00

内用薬 6125001D1030 コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

２００万単位１ｇ メタコリマイシン顆粒２００万単位
／ｇ

ポーラファルマ 44.00

内用薬 6125001M1030 コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

３００万単位１カプセ
ル

メタコリマイシンカプセル３００万
単位

ポーラファルマ 60.50

内用薬 6126001F1038 ポリミキシンＢ硫酸塩 ２５万単位１錠 硫酸ポリミキシンＢ錠２５万単位
「ファイザー」

ファイザー 89.60

内用薬 6126001F2034 ポリミキシンＢ硫酸塩 １００万単位１錠 硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位
「ファイザー」

ファイザー 293.40

内用薬 6129001M1020 セフチブテン水和物 １００ｍｇ１カプセル セフテムカプセル１００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 106.20
内用薬 6129001M2027 セフチブテン水和物 ２００ｍｇ１カプセル セフテムカプセル２００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 185.90
内用薬 6131001C1201 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ アモリン細粒１０％ 武田薬品工業 ★ 11.90
内用薬 6131001C1210 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ サワシリン細粒１０％ アステラス製薬 先発品 ○ 11.70
内用薬 6131001C1228 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ パセトシン細粒１０％ 協和発酵キリン 先発品 ○ 10.40
内用薬 6131001C1236 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ アモキシシリン細粒１０％「タツ 辰巳化学 後発品 6.20
内用薬 6131001C1244 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒１００ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
★ 11.90 H27.9.30まで

内用薬 6131001C1252 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒１０％ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

★ 11.90 H26.12.12収載

内用薬 6131001C2089 アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒２００ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 13.60 H27.9.30まで

内用薬 6131001C2097 アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ１ｇ アモキシシリン細粒２０％「タツ 辰巳化学 後発品 13.60
内用薬 6131001C2100 アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒２０％ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
後発品 13.60 H26.12.12収載

内用薬 6131001F2026 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１錠 サワシリン錠２５０ アステラス製薬 先発品 ○ 13.00
内用薬 6131001F2042 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１錠 パセトシン錠２５０ 協和発酵キリン 先発品 ○ 10.70
内用薬 6131001M1029 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 アモリンカプセル１２５ 武田薬品工業 ★ 13.30
内用薬 6131001M1070 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 パセトシンカプセル１２５ 協和発酵キリン 先発品 ○ 10.30
内用薬 6131001M1088 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 サワシリンカプセル１２５ アステラス製薬 先発品 ○ 12.80
内用薬 6131001M1096 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ

「タツミ」
辰巳化学 後発品 7.10

内用薬 6131001M1100 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 ★ 13.30

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

日医工 後発品 7.10

内用薬 6131001M1134 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ ★ 13.30

内用薬 6131001M2157 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモリンカプセル２５０ 武田薬品工業 ★ 18.10
内用薬 6131001M2297 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ

「タツミ」
辰巳化学 後発品 8.60

内用薬 6131001M2300 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 サワシリンカプセル２５０ アステラス製薬 先発品 ○ 12.80
内用薬 6131001M2319 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 パセトシンカプセル２５０ 協和発酵キリン 先発品 ○ 10.30
内用薬 6131001M2327 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 8.60

内用薬 6131001M2335 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 8.60

内用薬 6131001M2343 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 8.60

内用薬 6131002M1147 アンピシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル ビクシリンカプセル２５０ｍｇ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

20.60

内用薬 6131002R1110 アンピシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ ビクシリンドライシロップ１０％ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

13.10

内用薬 6131004F2054 バカンピシリン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 ペングッド錠２５０ｍｇ 日医工 先発品 11.70
内用薬 6131008C1033 スルタミシリントシル酸

塩水和物
１００ｍｇ１ｇ ユナシン細粒小児用１０％ ファイザー 先発品 60.80

内用薬 6131008F1030 スルタミシリントシル酸
塩水和物

３７５ｍｇ１錠 ユナシン錠３７５ｍｇ ファイザー 先発品 58.90

内用薬 6132002E1034 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ Ｌ－ケフレックス小児用顆粒 塩野義製薬 先発品 70.10
内用薬 6132002E2014 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ セファレキシン５００ｍｇ持続性顆 後発品 22.90
内用薬 6132002E2022 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ Ｌ－キサール顆粒５００ 東和薬品 後発品 35.20
内用薬 6132002E2030 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ Ｌ－ケフレックス顆粒 塩野義製薬 先発品 ○ 79.40
内用薬 6132002F1030 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 シンクル錠２５０ 旭化成ファーマ 後発品 11.50 H27.3.31まで
内用薬 6132002F1080 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 ラリキシン錠２５０ｍｇ 富山化学工業 後発品 11.50
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 11.50
内用薬 6132002M1047 セファレキシン １２５ｍｇ１カプセル 局 センセファリンカプセル１２５ 武田薬品工業 後発品 28.80
内用薬 6132002M2159 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 局 センセファリンカプセル２５０ 武田薬品工業 ★ 30.90
内用薬 6132002M2175 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 局 セファレキシンカプセル２５０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 11.50

内用薬 6132002M2183 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 局 ケフレックスカプセル２５０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 30.70
内用薬 6132002M2205 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 局 シンクルカプセル２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 11.50 H27.3.31まで
内用薬 6132002R1141 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 局 ケフレックスシロップ用細粒１００ 塩野義製薬 先発品 ○ 23.80
内用薬 6132002R1150 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 局 センセファリンシロップ用細粒１ 武田薬品工業 後発品 17.20
内用薬 6132002R1168 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 局 ラリキシンドライシロップ小児用１

０％
富山化学工業 後発品 9.20

内用薬 6132002R2032 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 局 ケフレックスシロップ用細粒２００ 塩野義製薬 先発品 ○ 37.40
内用薬 6132002R2083 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 局 センセファリンシロップ用細粒２ 武田薬品工業 後発品 20.70
内用薬 6132002R2130 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 局 ラリキシンドライシロップ小児用２

０％
富山化学工業 後発品 11.80

内用薬 6132002R4086 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 局 オーレキシンドライシロップ５０％
小児用

日医工 後発品 20.70 H26.9.30まで

内用薬 6132002R4094 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 局 セファレキシンドライシロップ小児
用５０％「日医工」

日医工 後発品 20.70

内用薬 6132005C1010 セファクロル １００ｍｇ１ｇ セファクロル１００ｍｇ細粒 後発品 10.10
内用薬 6132005C1029 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 アレンフラール細粒小児用１００ｍ 長生堂製薬 後発品 16.20 H27.3.31まで
内用薬 6132005C1053 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 ケフラール細粒小児用１００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 43.50
内用薬 6132005C1193 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 セクロダン細粒小児用１００ テバ製薬 後発品 16.20 H27.3.31まで
内用薬 6132005C1215 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 ケフポリン細粒１０％ 沢井製薬 後発品 16.20 H27.3.31まで
内用薬 6132005C1240 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 セファクロル細粒小児用１０％「Ｊ

Ｇ」
長生堂製薬 後発品 16.20 H26.6.20収載

内用薬 6132005C1258 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 セファクロル細粒小児用１０％「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 16.20 H26.6.20収載

内用薬 6132005C2025 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ 局 セクロダン細粒２００ テバ製薬 後発品 24.50 H27.3.31まで
内用薬 6132005C2106 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ 局 セファクロル細粒２０％「日医工」 日医工 後発品 24.50
内用薬 6132005E1020 セファクロル ３７５ｍｇ１包 局 Ｌ－ケフラール顆粒 塩野義製薬 先発品 103.50
内用薬 6132005M1024 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 アレンフラールカプセル２５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 22.60 H27.3.31まで
内用薬 6132005M1040 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ケフポリンカプセル２５０ 沢井製薬 後発品 22.60 H27.3.31まで
内用薬 6132005M1059 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ケフラールカプセル２５０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 53.70
内用薬 6132005M1067 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ザルツクラールカプセル２５０ シオノケミカル 後発品 28.20 H27.3.31まで
内用薬 6132005M1148 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 エリカナールカプセル２５０ 東和薬品 後発品 22.60 H26.9.30まで
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内用薬 6132005M1199 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 シーシーエルカプセル２５０ｍｇ 日医工 後発品 22.60 H26.9.30まで
内用薬 6132005M1202 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 トキクロルカプセル２５０ｍｇ コーアイセイ 後発品 22.60
内用薬 6132005M1210 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 セファクロルカプセル２５０ｍｇ

「ＴＣＫ」
辰巳化学 後発品 22.60

内用薬 6132005M1229 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 セファクロルカプセル２５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 22.60

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

日医工 後発品 22.60

内用薬 6132005M1245 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 セファクロルカプセル２５０ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 22.60 H26.6.20収載

内用薬 6132005M1253 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 セファクロルカプセル２５０ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 28.20 H26.6.20収載

内用薬 6132005M1261 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 セファクロルカプセル２５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 22.60 H26.6.20収載

内用薬 6132006R1093 セフロキサジン水和物 １００ｍｇ１ｇ 局 オラスポア小児用ドライシロップ１
０％

アルフレッサ
ファーマ

先発品 31.00

内用薬 6132008C1022 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セフスパン細粒５０ｍｇ 長生堂製薬 先発品 ○ 69.70
内用薬 6132008C1030 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セキスパノン細粒５０ｍｇ シー・エイチ・

オー新薬
後発品 31.50 H27.3.31まで

内用薬 6132008C1049 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セフィーナ細粒５０ テバ製薬 後発品 31.50
内用薬 6132008C2029 セフィキシム １００ｍｇ１ｇ セフィーナ細粒１００ テバ製薬 後発品 59.90
内用薬 6132008M1028 セフィキシム ５０ｍｇ１カプセル 局 セフスパンカプセル５０ｍｇ 長生堂製薬 先発品 61.30
内用薬 6132008M2024 セフィキシム １００ｍｇ１カプセル 局 セフスパンカプセル１００ｍｇ 長生堂製薬 先発品 68.30
内用薬 6132009C1051 セフテラム ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 テラセフロン細粒１００ｍｇ小児用 日医工 後発品 61.00 H26.9.30まで
内用薬 6132009C1060 セフテラム ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 テラミロン細粒小児用１０％ 東和薬品 後発品 61.00
内用薬 6132009C1086 セフテラム ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 トミロン細粒小児用１０％ 富山化学工業 先発品 ○ 101.20
内用薬 6132009C1108 セフテラム ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフテラムピボキシル細粒小児用１

０％「日医工」
日医工 後発品 61.00

内用薬 6132009F1023 セフテラム ピボキシル ５０ｍｇ１錠 局 トミロン錠５０ 富山化学工業 先発品 32.80
内用薬 6132009F2020 セフテラム ピボキシル １００ｍｇ１錠 局 トミロン錠１００ 富山化学工業 先発品 39.90
内用薬 6132010F1034 セフロキシム アキセチ

ル
２５０ｍｇ１錠 オラセフ錠２５０ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
先発品 60.90

内用薬 6132011F1047 セフポドキシム プロキ
セチル

１００ｍｇ１錠 局 セフポドキシムプロキセチル錠１０
０「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 36.60

内用薬 6132011F1055 セフポドキシム プロキ
セチル

１００ｍｇ１錠 局 セフポドキシムプロキセチル錠１０
０ｍｇ「タイヨー」

テバ製薬 後発品 43.30

内用薬 6132011F1063 セフポドキシム プロキ
セチル

１００ｍｇ１錠 局 セポキシム錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 43.30 H26.9.30まで

内用薬 6132011F1071 セフポドキシム プロキ
セチル

１００ｍｇ１錠 局 バナセファン錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 43.30 H27.3.31まで

内用薬 6132011F1080 セフポドキシム プロキ
セチル

１００ｍｇ１錠 局 バナン錠１００ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 75.90

内用薬 6132011F1098 セフポドキシム プロキ
セチル

１００ｍｇ１錠 局 セフポドキシムプロキセチル錠１０
０ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 後発品 43.30 H26.9.30まで

内用薬 6132011F1101 セフポドキシム プロキ
セチル

１００ｍｇ１錠 局 セフポドキシムプロキセチル錠１０
０ｍｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 43.30

内用薬 6132011F1110 セフポドキシム プロキ
セチル

１００ｍｇ１錠 局 セフポドキシムプロキセチル錠１０
０ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 43.30

内用薬 6132011F1128 セフポドキシム プロキ
セチル

１００ｍｇ１錠 局 セフポドキシムプロキセチル錠１０
０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 43.30 H26.6.20収載

内用薬 6132011R1035 セフポドキシム プロキ
セチル

５０ｍｇ１ｇ セフポドキシムプロキセチルＤＳ
５％「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 36.10 H27.3.31まで

内用薬 6132011R1043 セフポドキシム プロキ
セチル

５０ｍｇ１ｇ セフポドキシムプロキセチルドライ
シロップ５％「タイヨー」

テバ製薬 後発品 44.60 H27.3.31まで

内用薬 6132011R1060 セフポドキシム プロキ
セチル

５０ｍｇ１ｇ バナセファンＤＳ５％ 沢井製薬 後発品 44.60 H27.3.31まで

内用薬 6132011R1078 セフポドキシム プロキ
セチル

５０ｍｇ１ｇ バナンドライシロップ５％ 第一三共 先発品 ○ 74.00

内用薬 6132011R1086 セフポドキシム プロキ
セチル

５０ｍｇ１ｇ セフポドキシムプロキセチルＤＳ小
児用５％「サワイ」

沢井製薬 後発品 44.60 H26.6.20収載

内用薬 6132012F1025 セフォチアム ヘキセチ
ル塩酸塩

１００ｍｇ１錠 パンスポリンＴ錠１００ 武田薬品工業 先発品 42.50

内用薬 6132012F2021 セフォチアム ヘキセチ
ル塩酸塩

２００ｍｇ１錠 パンスポリンＴ錠２００ 武田薬品工業 先発品 60.20

内用薬 6132013C1031 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフゾン細粒小児用１０％ アステラス製薬 先発品 ○ 114.30
内用薬 6132013C1040 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「タイ

ヨー」
テバ製薬 後発品 72.40

内用薬 6132013C1058 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 72.40 H28.3.31まで

内用薬 6132013C1066 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「Ｙ 陽進堂 後発品 55.20
内用薬 6132013C1074 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 72.40

内用薬 6132013C1082 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「日医
工」

日医工 後発品 72.40

内用薬 6132013C1090 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 72.40 H27.9.30まで

内用薬 6132013C1112 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 72.40

内用薬 6132013C1120 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフニール細粒小児用１０％ 東和薬品 後発品 72.40
内用薬 6132013C1139 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル小児用細粒１０％「タナ

ベ」
長生堂製薬 後発品 55.20 H26.9.30まで

内用薬 6132013C1147 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「Ｊ 長生堂製薬 後発品 55.20
内用薬 6132013C1155 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「ファ

イザー」
マイラン製薬 後発品 72.40 H26.12.12収載

内用薬 6132013C2020 セフジニル ２００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用２０％「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 129.90

内用薬 6132013F1020 セフジニル ５０ｍｇ１錠 セフジニル錠５０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 34.80 H28.3.31まで
内用薬 6132013F1038 セフジニル ５０ｍｇ１錠 セフジニル錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 34.80
内用薬 6132013F2026 セフジニル １００ｍｇ１錠 セフジニル錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 39.20 H28.3.31まで
内用薬 6132013F2034 セフジニル １００ｍｇ１錠 セフジニル錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 39.20
内用薬 6132013M1029 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフゾンカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 54.30
内用薬 6132013M1037 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「マイ

ラン」
マイラン製薬 後発品 34.80 H27.9.30まで

内用薬 6132013M1045 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフニールカプセル５０ｍｇ 東和薬品 後発品 34.80
内用薬 6132013M1061 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 34.80

内用薬 6132013M1070 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 34.80

内用薬 6132013M1088 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 34.80
内用薬 6132013M1096 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 34.80

内用薬 6132013M1118 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 34.80 H26.9.30まで

内用薬 6132013M1126 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「Ｊ 長生堂製薬 後発品 34.80
内用薬 6132013M1134 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ファ

イザー」
マイラン製薬 後発品 34.80 H26.12.12収載

内用薬 6132013M2025 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフゾンカプセル１００ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 63.00
内用薬 6132013M2050 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 39.20 H27.9.30まで

内用薬 6132013M2068 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフニールカプセル１００ｍｇ 東和薬品 後発品 39.20
内用薬 6132013M2084 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「Ｔ

ＣＫ」
辰巳化学 後発品 39.20

内用薬 6132013M2092 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 39.20

内用薬 6132013M2106 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 39.20

内用薬 6132013M2114 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 39.20

内用薬 6132013M2130 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「タ
ナベ」

長生堂製薬 後発品 39.20 H26.9.30まで

内用薬 6132013M2149 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 39.20

内用薬 6132013M2157 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 39.20 H26.12.12収載
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内用薬 6132015C1049 セフジトレン ピボキシ
ル

１００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル小児用細粒
１０％「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 87.90

内用薬 6132015C1057 セフジトレン ピボキシ
ル

１００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル小児用細粒
１０％「ＥＭＥＣ」

メディサ新薬 後発品 122.50

内用薬 6132015C1065 セフジトレン ピボキシ
ル

１００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル小児用細粒
１０％「サワイ」

沢井製薬 後発品 122.50

内用薬 6132015C1073 セフジトレン ピボキシ
ル

１００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル小児用細粒
１０％「タイヨー」

テバ製薬 後発品 122.50 H27.3.31まで

内用薬 6132015C1081 セフジトレン ピボキシ
ル

１００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル細粒小児用
１０％「トーワ」

東和薬品 後発品 122.50

内用薬 6132015C1090 セフジトレン ピボキシ
ル

１００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル細粒１０％
小児用「日医工」

日医工 後発品 122.50

内用薬 6132015C1103 セフジトレン ピボキシ
ル

１００ｍｇ１ｇ 局 メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

先発品 ○ 209.40

内用薬 6132015F1037 セフジトレン ピボキシ
ル

１００ｍｇ１錠 局 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

先発品 ○ 55.60

内用薬 6132015F1045 セフジトレン ピボキシ
ル

１００ｍｇ１錠 局 セフジトレンピボキシル錠１００ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 38.90

内用薬 6132015F1053 セフジトレン ピボキシ
ル

１００ｍｇ１錠 局 セフジトレンピボキシル錠１００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 38.90

内用薬 6132015F1061 セフジトレン ピボキシ
ル

１００ｍｇ１錠 局 セフジトレンピボキシル錠１００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 38.90

内用薬 6132015F1070 セフジトレン ピボキシ
ル

１００ｍｇ１錠 局 セフジトレンピボキシル錠１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 38.90

内用薬 6132016C1027 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 フロモックス小児用細粒１００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 185.10

内用薬 6132016C1035 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小
児用１０％「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 117.90

内用薬 6132016C1043 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小
児用１０％「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 117.90

内用薬 6132016C1051 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小
児用１０％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 117.90

内用薬 6132016C1060 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小
児用１０％「トーワ」

東和薬品 後発品 117.90

内用薬 6132016C1078 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小
児用１０％「マイラン」

マイラン製薬 後発品 117.90 H27.9.30まで

内用薬 6132016C1086 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小
児用１００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 117.90

内用薬 6132016C1094 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒１
０％小児用「日医工」

日医工 後発品 117.90

内用薬 6132016C1108 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩小児用
細粒１０％「サワイ」

沢井製薬 後発品 117.90

内用薬 6132016C1116 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小
児用１０％「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 117.90 H26.12.12収載

内用薬 6132016F1023 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 フロモックス錠７５ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 54.10

内用薬 6132016F1031 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 34.60

内用薬 6132016F1040 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５
ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 34.60

内用薬 6132016F1058 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５
ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 34.60

内用薬 6132016F1066 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 34.60

内用薬 6132016F1074 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５
ｍｇ「トーワ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 34.60

内用薬 6132016F1082 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 34.60

内用薬 6132016F1090 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５
ｍｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 34.60 H27.9.30まで

内用薬 6132016F1104 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５
ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 34.60 H26.12.12収載

内用薬 6132016F2020 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 フロモックス錠１００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 55.00

内用薬 6132016F2038 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１０
０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 34.60

内用薬 6132016F2046 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１０
０ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 34.60

内用薬 6132016F2054 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１０
０ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 34.60

内用薬 6132016F2062 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１０
０ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 34.60

内用薬 6132016F2070 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１０
０ｍｇ「トーワ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 34.60

内用薬 6132016F2089 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１０
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 34.60

内用薬 6132016F2097 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１０
０ｍｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 34.60 H27.9.30まで

内用薬 6132016F2100 セフカペン ピボキシル
塩酸塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１０
０ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 34.60 H26.12.12収載

内用薬 6135001F1029 ホスホマイシンカルシウ
ム水和物

２５０ｍｇ１錠 ホスミシン錠２５０ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

先発品 ○ 39.50

内用薬 6135001F2025 ホスホマイシンカルシウ
ム水和物

５００ｍｇ１錠 ホスミシン錠５００ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

先発品 ○ 62.90

内用薬 6135001M1052 ホスホマイシンカルシウ
ム水和物

２５０ｍｇ１カプセル ホスマイカプセル２５０ｍｇ 東和薬品 後発品 16.50

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
２５０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 16.50

内用薬 6135001M2130 ホスホマイシンカルシウ
ム水和物

５００ｍｇ１カプセル ホスマイカプセル５００ｍｇ 東和薬品 後発品 27.20

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
５００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 27.20

内用薬 6135001R1025 ホスホマイシンカルシウ
ム水和物

２００ｍｇ１ｇ ホスミシンドライシロップ２００ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

先発品 54.70

内用薬 6135001R2013 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４００ｍ
ｇシロップ用

後発品 23.00

内用薬 6135001R2099 ホスホマイシンカルシウ
ム水和物

４００ｍｇ１ｇ ホスホミンドライシロップ４００ ダイト 後発品 28.90

内用薬 6135001R2110 ホスホマイシンカルシウ
ム水和物

４００ｍｇ１ｇ ホスミシンドライシロップ４００ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

先発品 ○ 84.60

内用薬 6139001F1028 ファロペネムナトリウム
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 ファロム錠１５０ｍｇ マルホ 先発品 65.00

内用薬 6139001F2024 ファロペネムナトリウム
水和物

２００ｍｇ１錠 局 ファロム錠２００ｍｇ マルホ 先発品 66.10

内用薬 6139001R1032 ファロペネムナトリウム
水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 ファロムドライシロップ小児用１
０％

マルホ 先発品 160.90

内用薬 6139002C1026 テビペネム ピボキシル １００ｍｇ１ｇ オラペネム小児用細粒１０％ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

先発品 597.50

内用薬 6139100F1048 アモキシシリン水和物・
クラブラン酸カリウム

（１８７．５ｍｇ）１
錠

オーグメンチン配合錠１２５ＳＳ グラクソ・スミス
クライン

先発品 25.50

内用薬 6139100F2044 アモキシシリン水和物・
クラブラン酸カリウム

（３７５ｍｇ）１錠 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ グラクソ・スミス
クライン

先発品 36.10

内用薬 6139100R1036 アモキシシリン水和物・
クラブラン酸カリウム

（６３６．５ｍｇ）１
ｇ

クラバモックス小児用配合ドライシ
ロップ

グラクソ・スミス
クライン

先発品 219.60

内用薬 6141001D1033 エリスロマイシンエチル
コハク酸エステル

２００ｍｇ１ｇ エリスロシンＷ顆粒２０％ マイランＥＰＤ 24.00

内用薬 6141001R1120 エリスロマイシンエチル
コハク酸エステル

１００ｍｇ１ｇ エリスロシンドライシロップ１０％ マイランＥＰＤ 13.20

内用薬 6141001R2053 エリスロマイシンエチル
コハク酸エステル

２００ｍｇ１ｇ エリスロシンドライシロップＷ２
０％

マイランＥＰＤ 22.50

内用薬 6141002F2078 エリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 エリスロマイシン錠２００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 8.60

内用薬 6141004F1038 エリスロマイシンステア
リン酸塩

１００ｍｇ１錠 エリスロシン錠１００ｍｇ マイランＥＰＤ 8.50
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内用薬 6141004F2042 エリスロマイシンステア
リン酸塩

２００ｍｇ１錠 エリスロシン錠２００ｍｇ マイランＥＰＤ 14.70

内用薬 6142001F1031 スピラマイシン酢酸エス
テル

１００ｍｇ１錠 アセチルスピラマイシン錠１００ 協和発酵キリン 先発品 19.20

内用薬 6142001F2038 スピラマイシン酢酸エス
テル

２００ｍｇ１錠 アセチルスピラマイシン錠２００ 協和発酵キリン 先発品 32.80

内用薬 6145001F1033 ジョサマイシン ５０ｍｇ１錠 局 ジョサマイシン錠５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 10.40
内用薬 6145001F2048 ジョサマイシン ２００ｍｇ１錠 局 ジョサマイシン錠２００ｍｇ アステラス製薬 先発品 19.90
内用薬 6145002Q1039 ジョサマイシンプロピオ

ン酸エステル
３０ｍｇ１ｍＬ ジョサマイシロップ３％ アステラス製薬 先発品 6.80

内用薬 6145002R1042 ジョサマイシンプロピオ
ン酸エステル

１００ｍｇ１ｇ ジョサマイドライシロップ１０％ アステラス製薬 先発品 20.60

内用薬 6149001R2027 ロキタマイシン ２００ｍｇ１ｇ リカマイシンドライシロップ２００ 旭化成ファーマ 先発品 77.00 H27.3.31まで
内用薬 6149002F1029 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ルリッド錠１５０ サノフィ 先発品 ○ 69.00
内用薬 6149002F1053 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ルリシン錠１５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 29.90 H27.3.31まで
内用薬 6149002F1061 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシマイン錠１５０ｍｇ 東和薬品 後発品 43.60
内用薬 6149002F1088 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキスリッド錠１５０ テバ製薬 後発品 29.90 H27.3.31まで
内用薬 6149002F1096 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキライド錠１５０ 日医工 後発品 29.90 H27.3.31まで
内用薬 6149002F1100 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ

「サンド」
サンド 後発品 29.90

内用薬 6149002F1118 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ
「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 29.90 H28.3.31まで

内用薬 6149002F1134 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ
「タナベ」

長生堂製薬 後発品 29.90 H26.9.30まで

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 43.60

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 29.90

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 29.90

内用薬 6149002F1177 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 29.90 H26.6.20収載

内用薬 6149002F1185 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 29.90 H26.6.20収載

内用薬 6149003F1023 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 マイランＥＰＤ 先発品 ○ 57.90
内用薬 6149003F1031 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリス錠５０小児用 大正製薬 先発品 ○ 54.90
内用薬 6149003F1040 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児

用「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 25.90

内用薬 6149003F1058 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児
用「ＥＭＥＣ」

メディサ新薬 後発品 33.80

内用薬 6149003F1066 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児
用「ＮＰＩ」

日本薬品工業 後発品 33.80

内用薬 6149003F1082 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０小児用
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 25.90

内用薬 6149003F1090 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児
用「サワイ」

沢井製薬 後発品 25.90

内用薬 6149003F1104 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児
用「タイヨー」

テバ製薬 後発品 25.90

内用薬 6149003F1112 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍ
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 33.80

内用薬 6149003F1120 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児
用「日医工」

日医工 後発品 25.90

内用薬 6149003F1147 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラロイシン錠５０小児用 シオノケミカル 後発品 33.80
内用薬 6149003F1155 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 マインベース錠５０小児用 セオリアファーマ 後発品 33.80
内用薬 6149003F1171 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０小児用

「ＭＥＥＫ」
小林化工 後発品 33.80

内用薬 6149003F1180 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児
用「マイラン」

マイラン製薬 後発品 25.90

内用薬 6149003F1198 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児
用「ＮＰ」

ニプロ 後発品 25.90

内用薬 6149003F1201 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児
用「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 25.90

内用薬 6149003F1210 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 33.80

内用薬 6149003F2020 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリシッド錠２００ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 86.10
内用薬 6149003F2038 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリス錠２００ 大正製薬 先発品 ○ 83.20
内用薬 6149003F2046 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ

「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 39.00

内用薬 6149003F2054 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

メディサ新薬 後発品 50.90

内用薬 6149003F2062 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 50.90

内用薬 6149003F2070 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「ＮＰＩ」

日本薬品工業 後発品 50.90

内用薬 6149003F2097 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 39.00

内用薬 6149003F2100 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 39.00

内用薬 6149003F2119 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 39.00

内用薬 6149003F2127 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「タイヨー」

テバ製薬 後発品 39.00

内用薬 6149003F2135 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 50.90

内用薬 6149003F2143 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 39.00

内用薬 6149003F2160 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラロイシン錠２００ シオノケミカル 後発品 50.90
内用薬 6149003F2178 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 マインベース錠２００ セオリアファーマ 後発品 50.90
内用薬 6149003F2194 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ

「マイラン」
マイラン製薬 後発品 39.00

内用薬 6149003F2208 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「タナベ」

田辺三菱製薬 後発品 39.00

内用薬 6149003F2216 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 39.00

内用薬 6149003F2224 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 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 39.00

内用薬 6149003F2232 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 50.90

内用薬 6149003R1046 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児
用「ＥＭＥＣ」

メディサ新薬 後発品 59.30

内用薬 6149003R1054 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児
用「サワイ」

沢井製薬 後発品 45.80

内用薬 6149003R1062 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ小児用１
０％「タカタ」

高田製薬 後発品 59.30

内用薬 6149003R1070 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児
用「日医工」

日医工 後発品 45.80

内用薬 6149003R1097 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 59.30

内用薬 6149003R1119 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ マインベースＤＳ１０％小児用 セオリアファーマ 後発品 59.30
内用薬 6149003R1135 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリシッド・ドライシロップ１

０％小児用
マイランＥＰＤ 先発品 ○ 93.60

内用薬 6149003R1143 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスドライシロップ１０％小児 大正製薬 先発品 ○ 90.40
内用薬 6149003R1160 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンドライシロップ

１０％小児用「タイヨー」
テバ製薬 後発品 59.30

内用薬 6149003R1178 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラロイシンドライシロップ１０％
小児用

シオノケミカル 後発品 59.30

内用薬 6149003R1186 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンドライシロップ
１０％小児用「マイラン」

マイラン製薬 後発品 45.80

内用薬 6149003R1194 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児
用「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 45.80 H28.3.31まで

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「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 59.30 H27.3.31まで

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１
０％「トーワ」

東和薬品 後発品 59.30
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内用薬 6149004C1030 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ ジスロマック細粒小児用１０％ ファイザー 先発品 ○ 299.50
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 194.10

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 194.10

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 194.10

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 194.10

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 194.10

内用薬 6149004C1099 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％
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 194.10 H26.6.20収載

内用薬 6149004C1102 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％
「トーワ」

東和薬品 後発品 194.10 H27.6.19収載

内用薬 6149004F1028 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ジスロマック錠２５０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 264.40
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「Ｄ

ＳＥＰ」
全星薬品工業 後発品 146.30

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 富士製薬工業 後発品 146.30
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「Ｊ

Ｇ」
長生堂製薬 後発品 146.30

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「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 146.30

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「Ｋ
ＯＧ」

興和 後発品 146.30

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「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 146.30

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「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 146.30

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「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 146.30

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 146.30

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 146.30

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 146.30

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 146.30

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 146.30

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 146.30

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 146.30

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 146.30

内用薬 6149004F1192 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 146.30 H26.6.20収載

内用薬 6149004F1206 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「Ｃ
ＨＭ」

ケミックス 後発品 146.30 H26.12.12収載

内用薬 6149004F2024 アジスロマイシン水和物 ６００ｍｇ１錠 ジスロマック錠６００ｍｇ ファイザー 先発品 851.30
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１００ｍ

ｇ「タカタ」
高田製薬 後発品 133.50

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 292.60

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 292.60

内用薬 6149004M1027 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル ジスロマックカプセル小児用１００
ｍｇ

ファイザー 先発品 ○ 205.20

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１
００ｍｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 133.50

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１
００ｍｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 133.50

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１
００ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 133.50

内用薬 6149004M1060 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１
００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 133.50 H26.6.20収載

内用薬 6149004R1024 アジスロマイシン水和物 ２ｇ１瓶 ジスロマックＳＲ成人用ドライシ
ロップ２ｇ

ファイザー 先発品 2,088.50

内用薬 6151001F1030 クロラムフェニコール ５０ｍｇ１錠 クロロマイセチン錠５０ 第一三共 9.40
内用薬 6151001F2053 クロラムフェニコール ２５０ｍｇ１錠 クロロマイセチン錠２５０ 第一三共 25.20
内用薬 6152002M1023 テトラサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル アクロマイシンＶカプセル５０ｍｇ ポーラファルマ 8.30
内用薬 6152002M2020 テトラサイクリン塩酸塩 ２５０ｍｇ１カプセル アクロマイシンＶカプセル２５０ｍ ポーラファルマ 13.70
内用薬 6152003M1036 デメチルクロルテトラサ

イクリン塩酸塩
１５０ｍｇ１カプセル レダマイシンカプセル１５０ｍｇ ポーラファルマ 19.30

内用薬 6152004F1074 ドキシサイクリン塩酸塩
水和物

５０ｍｇ１錠 ビブラマイシン錠５０ｍｇ ファイザー 先発品 12.30

内用薬 6152004F2089 ドキシサイクリン塩酸塩
水和物

１００ｍｇ１錠 ビブラマイシン錠１００ｍｇ ファイザー 先発品 21.60

内用薬 6152005D1078 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ミノペン顆粒２％ 沢井製薬 後発品 11.80 H26.9.30まで
内用薬 6152005D1094 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ミノマイシン顆粒２％ ファイザー 先発品 ○ 19.60
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 11.80

内用薬 6152005F1044 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ミノペン錠５０ 沢井製薬 後発品 16.20 H26.9.30まで
内用薬 6152005F1052 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ミノマイシン錠５０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 23.80
内用薬 6152005F1079 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ミノトーワ錠５０ 東和薬品 後発品 16.20 H26.9.30まで
内用薬 6152005F1087 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 塩酸ミノサイクリン錠５０「日医 日医工 後発品 16.20
内用薬 6152005F1095 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 16.20

内用薬 6152005F1109 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 16.20

内用薬 6152005F2075 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ミノペン錠１００ 沢井製薬 後発品 28.90 H26.9.30まで
内用薬 6152005F2083 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ミノマイシン錠１００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 51.00
内用薬 6152005F2105 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ミノトーワ錠１００ 東和薬品 後発品 28.90 H26.9.30まで
内用薬 6152005F2113 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 28.90

内用薬 6152005F2121 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 28.90

内用薬 6152005M1043 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル ミノマイシンカプセル５０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 24.00
内用薬 6152005M2074 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ミノマイシンカプセル１００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 51.00
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 28.90

内用薬 6162001M1041 サイクロセリン ２５０ｍｇ１カプセル サイクロセリンカプセル２５０ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

333.90

内用薬 6164001M1186 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 17.60

内用薬 6164001M1208 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 アプテシンカプセル１５０ｍｇ 科研製薬 後発品 17.60
内用薬 6164001M1216 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 リファジンカプセル１５０ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 30.60
内用薬 6169001M1026 リファブチン １５０ｍｇ１カプセル ミコブティンカプセル１５０ｍｇ ファイザー 先発品 774.50
内用薬 6171001F1033 ナイスタチン ５０万単位１錠 ナイスタチン錠５０万単位「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
後発品 39.70

内用薬 6173001F1062 アムホテリシンＢ １００ｍｇ１錠 局 ハリゾン錠１００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 30.90
内用薬 6173001Q1047 アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ 局 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／

ｍＬ
ブリストル・マイ
ヤーズ

先発品 ○ 53.60

内用薬 6173001Q1055 アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ 局 ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ 富士製薬工業 後発品 42.70
内用薬 6179001F1023 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 ブイフェンド錠５０ｍｇ ファイザー 先発品 1,139.20
内用薬 6179001F2020 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 ブイフェンド錠２００ｍｇ ファイザー 先発品 3,505.00
内用薬 6179001R1020 ボリコナゾール ４０ｍｇ１ｍＬ（懸濁

後の内用液として）
ブイフェンドドライシロップ２８０
０ｍｇ

ファイザー 先発品 1,328.30 H26.11.25収載

内用薬 6191001F1036 アンピシリン水和物・ク
ロキサシリンナトリウム
水和物

（２５０ｍｇ）１錠 ビクシリンＳ配合錠 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 25.70
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内用薬 6199100X1025 ランソプラゾール・アモ
キシシリン・クラリスロ
マイシン

１シート ランサップ４００ 武田薬品工業 先発品 645.20

内用薬 6199100X2021 ランソプラゾール・アモ
キシシリン・クラリスロ
マイシン

１シート ランサップ８００ 武田薬品工業 先発品 831.50

内用薬 6199101X1020 ランソプラゾール・アモ
キシシリン・メトロニダ
ゾール

１シート ランピオンパック 武田薬品工業 先発品 504.30

内用薬 6199102X1024 ラベプラゾールナトリウ
ム・アモキシシリン水和
物・クラリスロマイシン

１シート ラベキュアパック４００ エーザイ 先発品 544.20

内用薬 6199102X2020 ラベプラゾールナトリウ
ム・アモキシシリン水和
物・クラリスロマイシン

１シート ラベキュアパック８００ エーザイ 先発品 721.40

内用薬 6199103X1029 ラベプラゾールナトリウ
ム・アモキシシリン水和
物・メトロニダゾール

１シート ラベファインパック エーザイ 先発品 438.60

内用薬 6212002X1011 スルファメトキサゾール １ｇ 局 スルファメトキサゾール 11.20
内用薬 6213001Q1052 スルファジメトキシン ５％１０ｍＬ アプシードシロップ５％ ニプロパッチ 35.50 H28.3.31まで
内用薬 6219001F1063 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 スラマ錠５００ｍｇ 日医工 後発品 16.60 H28.3.31まで
内用薬 6219001F1071 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾピリン錠５００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 22.00
内用薬 6219001F1080 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン錠５００ｍ

ｇ「タイヨー」
テバ製薬 後発品 10.10

内用薬 6219001F1101 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン錠５００ｍ
ｇ「ＪＧ」

大興製薬 後発品 10.10

内用薬 6219001F1110 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン錠５００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 16.60 H27.12.11収載

内用薬 6219001H1030 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サフィルジンＥＮ錠５００ シオノケミカル 後発品 27.40 H27.3.31まで
内用薬 6219001H1048 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 アザスルファン腸溶錠５００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 27.40 H27.9.30まで
内用薬 6219001H1056 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 65.60
内用薬 6219001H1064 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠５０

０ｍｇ「タイヨー」
テバ製薬 後発品 27.40 H26.9.30まで

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５０
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 27.40

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５０
０ｍｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 27.40

内用薬 6219001H1099 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５０
０ｍｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 27.40 H26.6.20収載

内用薬 6219001H1102 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５０
０ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 27.40 H26.12.12収載

内用薬 6219001H2028 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 ソアレジン錠２５０ｍｇ テバ製薬 後発品 17.00 H26.9.30まで
内用薬 6219001H2036 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 38.70
内用薬 6219001H2044 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サフィルジンＥＮ錠２５０ シオノケミカル 後発品 17.00 H27.3.31まで
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 17.00 H27.9.30まで
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２５

０ｍｇ「日医工」
日医工 後発品 17.00

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２５
０ｍｇ「テバ」

テバ製薬 後発品 17.00

内用薬 6219001H2087 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２５
０ｍｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 17.00 H26.6.20収載

内用薬 6219001H2095 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２５
０ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 17.00 H26.12.12収載

内用薬 6219002X1012 スルファメチゾール １ｇ 局 スルファメチゾール 14.60
内用薬 6221001D1036 アルミノパラアミノサリ

チル酸カルシウム水和物
１ｇ アルミノニッパスカルシウム顆粒９

９％
田辺三菱製薬 32.20

内用薬 6221002D1014 パラアミノサリチル酸カ
ルシウム水和物

１ｇ 局 パラアミノサリチル酸カルシウム顆
粒

29.90

内用薬 6221003F1028 パラアミノサリチル酸カ
ルシウム水和物

２５０ｍｇ１錠 ニッパスカルシウム錠（０．２５
ｇ）

田辺三菱製薬 17.60

内用薬 6222001F2014 イソニアジド ５０ｍｇ１錠 局 イソニアジド錠 9.60
内用薬 6222001F3010 イソニアジド １００ｍｇ１錠 局 イソニアジド錠 9.60
内用薬 6222001X1013 イソニアジド １ｇ 局 イソニアジド 8.60
内用薬 6222001X1030 イソニアジド １ｇ 局 イソニアジド「三恵」 三恵薬品 9.20 H27.3.31まで
内用薬 6222005A1035 イソニアジドメタンスル

ホン酸ナトリウム水和物
１ｇ ネオイスコチン原末 第一三共 17.50

内用薬 6222005F1032 イソニアジドメタンスル
ホン酸ナトリウム水和物

１００ｍｇ１錠 ネオイスコチン錠１００ｍｇ 第一三共 5.70

内用薬 6222006F1029 デラマニド ５０ｍｇ１錠 デルティバ錠５０ｍｇ 大塚製薬 先発品 6,125.00 H26.9.2収載
内用薬 6223001X1010 ピラジナミド １ｇ 局 ピラジナミド 30.10
内用薬 6224001F1039 エチオナミド １００ｍｇ１錠 ツベルミン錠１００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
154.00

内用薬 6225001F1036 エタンブトール塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 エブトール１２５ｍｇ錠 科研製薬 9.40
内用薬 6225001F1044 エタンブトール塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 エサンブトール錠１２５ｍｇ サンド 9.40
内用薬 6225001F2032 エタンブトール塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 エブトール２５０ｍｇ錠 科研製薬 18.60
内用薬 6225001F2040 エタンブトール塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 エサンブトール錠２５０ｍｇ サンド 18.60
内用薬 6239001M1022 クロファジミン ５０ｍｇ１カプセル ランプレンカプセル５０ｍｇ サンド 先発品 237.60
内用薬 6241001F1250 ナリジクス酸 ２５０ｍｇ１錠 ウイントマイロン錠２５０ 第一三共 24.70
内用薬 6241001F2036 ナリジクス酸 ５００ｍｇ１錠 ウイントマイロン錠５００ 第一三共 46.10
内用薬 6241001Q1073 ナリジクス酸 ５％１ｍＬ ウイントマイロンシロップ５％ ニプロパッチ 6.40
内用薬 6241002F1018 ピペミド酸水和物 ２５０ｍｇ１錠 ピペミド酸２５０ｍｇ錠 後発品 7.30
内用薬 6241002F1107 ピペミド酸水和物 ２５０ｍｇ１錠 ドルコール錠２５０ｍｇ 日医工 先発品 ○ 55.90
内用薬 6241004M1032 シノキサシン ２００ｍｇ１カプセル 局 タツレキシンカプセル２００ｍｇ 辰巳化学 後発品 37.50 H27.3.31まで
内用薬 6241005F1011 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン１００ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 6241005F1020 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 バクシダール錠１００ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 40.20
内用薬 6241005F2018 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン２００ｍｇ錠 後発品 7.10
内用薬 6241005F2026 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 バクシダール錠２００ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 63.00
内用薬 6241005F3022 ノルフロキサシン ５０ｍｇ１錠 小児用バクシダール錠５０ｍｇ 杏林製薬 先発品 65.90
内用薬 6241006F1016 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン１００ｍｇ錠 後発品 20.90
内用薬 6241006F1032 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オーハラキシン錠１００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 36.40 H28.3.31まで
内用薬 6241006F1040 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 オフロキサシン錠１００ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 36.40

内用薬 6241006F1083 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 タリフロン錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 36.40
内用薬 6241006F1121 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 タリビッド錠１００ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 81.30
内用薬 6241008F1015 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン１００ｍｇ 後発品 12.30
内用薬 6241008F1023 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロキサン錠１００ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 53.10
内用薬 6241008F1058 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 プリモール錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 23.90 H28.3.31まで
内用薬 6241008F1066 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプキサノン錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 39.70 H26.9.30まで
内用薬 6241008F1074 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 フロキシール錠１００ 沢井製薬 後発品 23.90 H27.3.31まで
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 23.90

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 39.70

内用薬 6241008F1147 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ
「ＳＷ」

沢井製薬 後発品 23.90 H26.6.20収載

内用薬 6241008F1155 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 23.90 H27.6.19収載

内用薬 6241008F2011 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン２００ｍｇ 後発品 16.10
内用薬 6241008F2020 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロキサン錠２００ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 93.60
内用薬 6241008F2038 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 フロキシール錠２００ 沢井製薬 後発品 37.20 H27.3.31まで
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 37.20 H26.9.30まで
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 37.20

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 37.20

内用薬 6241008F2178 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ
「ＳＷ」

沢井製薬 後発品 37.20 H26.6.20収載

内用薬 6241009F1028 塩酸ロメフロキサシン ２００ｍｇ１錠 バレオン錠２００ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 108.30
内用薬 6241009M1027 塩酸ロメフロキサシン １００ｍｇ１カプセル バレオンカプセル１００ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 61.90
内用薬 6241009M1035 塩酸ロメフロキサシン １００ｍｇ１カプセル ロメバクトカプセル１００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 101.70 H28.3.31まで
内用薬 6241010C1024 トスフロキサシントシル

酸塩水和物
１５０ｍｇ１ｇ オゼックス細粒小児用１５％ 富山化学工業 先発品 ○ 568.40

内用薬 6241010C1032 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１ｇ トスフロキサシントシル酸塩細粒小
児用１５％「タカタ」

高田製薬 後発品 309.20 H27.6.19収載
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内用薬 6241010C1040 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１ｇ トスフロキサシントシル酸塩細粒小
児用１５％「トーワ」

東和薬品 後発品 309.20 H27.6.19収載

内用薬 6241010C1059 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１ｇ トスフロキサシントシル酸塩小児用
細粒１５％「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 309.20 H27.6.19収載

内用薬 6241010F1020 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 オゼックス錠７５ 富山化学工業 先発品 ○ 74.90

内用薬 6241010F1039 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスキサシン錠７５ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 91.70

内用薬 6241010F1047 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 42.50

内用薬 6241010F1055 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５
ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 42.50

内用薬 6241010F1063 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５
ｍｇ「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 42.50

内用薬 6241010F1071 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 42.50

内用薬 6241010F1080 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 42.50

内用薬 6241010F1098 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５
ｍｇ「サンド」

サンド 後発品 42.50

内用薬 6241010F1101 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５
ｍｇ「タイヨー」

テバ製薬 後発品 47.30

内用薬 6241010F1110 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５
ｍｇ「タナベ」

田辺三菱製薬 後発品 42.50

内用薬 6241010F1128 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 42.50

内用薬 6241010F2027 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１錠 局 オゼックス錠１５０ 富山化学工業 先発品 ○ 88.20

内用薬 6241010F2035 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスキサシン錠１５０ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 116.80

内用薬 6241010F2043 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５
０ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 48.00

内用薬 6241010F2051 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５
０ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 48.00

内用薬 6241010F2060 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５
０ｍｇ「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 48.00

内用薬 6241010F2078 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５
０ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 48.00

内用薬 6241010F2086 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５
０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 48.00

内用薬 6241010F2094 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５
０ｍｇ「サンド」

サンド 後発品 48.00

内用薬 6241010F2108 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５
０ｍｇ「タイヨー」

テバ製薬 後発品 48.00

内用薬 6241010F2116 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５
０ｍｇ「タナベ」

田辺三菱製薬 後発品 48.00

内用薬 6241010F2124 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 48.00

内用薬 6241013C1036 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「Ｃ 長生堂製薬 後発品 88.50 H28.3.31まで
内用薬 6241013C1044 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「Ｙ 陽進堂 後発品 88.50 H28.3.31まで
内用薬 6241013C1052 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 88.50 H28.3.31まで

内用薬 6241013C1060 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 88.50 H28.3.31まで

内用薬 6241013C1079 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 88.50 H28.3.31まで

内用薬 6241013C1087 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「タカ
タ」

高田製薬 後発品 88.50 H28.3.31まで

内用薬 6241013C1095 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「日医
工」

日医工 後発品 88.50 H28.3.31まで

内用薬 6241013C1109 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ レボフロキサシン細粒１０％「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 88.50 H27.3.31まで

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

ファイザー 後発品 88.50 H28.3.31まで

内用薬 6241013C2024 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ（レボ
フロキサシンとして）

局 クラビット細粒１０％ 第一三共 先発品 ○ 116.80

内用薬 6241013C2032 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン細粒１０％「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 70.10 H26.12.12収載

内用薬 6241013F1032 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｂ
Ｔ」

コーアバイオテッ
クベイ

後発品 70.10 H27.3.31まで

内用薬 6241013F1040 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1067 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 70.10 H28.3.31まで
内用薬 6241013F1075 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリック 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1091 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1105 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1113 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1121 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1130 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1148 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1156 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1164 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「イ
セイ」

コーアイセイ 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1172 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「イ
ワキ」

岩城製薬 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1180 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1199 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「科
研」

シオノケミカル 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1202 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1210 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「タ
イヨー」

テバ製薬 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1229 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1237 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1245 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F1253 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 70.10 H27.3.31まで

内用薬 6241013F1261 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「あ
すか」

あすか製薬 後発品 70.10 H28.3.31まで

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

ファイザー 後発品 70.10 H28.3.31まで

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 70.10 H28.3.31まで

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 70.10 H28.3.31まで

内用薬 6241013F2020 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 クラビット錠２５０ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 253.60

内用薬 6241013F2039 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｃ
ＥＯ」

大正薬品工業 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2047 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 126.80 H26.12.12収載
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内用薬 6241013F2055 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2063 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2071 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2080 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2098 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2101 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2110 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2128 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「イ
セイ」

コーアイセイ 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2136 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「イ
ワキ」

岩城製薬 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2144 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2152 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「科
研」

シオノケミカル 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2160 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2179 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ケ
ミファ」

大興製薬 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2187 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「サ
トウ」

佐藤製薬 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2195 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「サ
ノフィ」

共和クリティケア 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2209 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2217 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2225 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2233 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「タ
ナベ」

田辺三菱製薬 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2241 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2250 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2268 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「日
医工Ｐ」

ヤクハン製薬 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2276 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ
「ニットー」

日東メディック 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2284 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ニ
プロ」

ニプロ 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2292 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2306 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F2314 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｓ
ＵＮ」

サンファーマ 後発品 126.80 H27.6.19収載

内用薬 6241013F2322 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 126.80 H27.6.19収載

内用薬 6241013F3027 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 クラビット錠５００ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 452.70

内用薬 6241013F3035 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｃ
ＥＯ」

大正薬品工業 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3043 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3051 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3060 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3078 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3086 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3094 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3108 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3116 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3124 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「イ
セイ」

コーアイセイ 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3132 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「イ
ワキ」

岩城製薬 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3140 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3159 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「科
研」

シオノケミカル 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3167 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3175 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ケ
ミファ」

大興製薬 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3183 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「サ
トウ」

佐藤製薬 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3191 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「サ
ノフィ」

共和クリティケア 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3205 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3213 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3221 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3230 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「タ
ナベ」

田辺三菱製薬 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3248 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3256 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3264 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「日
医工Ｐ」

ヤクハン製薬 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3272 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ
「ニットー」

日東メディック 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3280 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ニ
プロ」

ニプロ 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3299 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3302 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F3310 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｓ
ＵＮ」

サンファーマ 後発品 226.40 H27.6.19収載

内用薬 6241013F3329 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 226.40 H27.6.19収載

内用薬 6241013F4023 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

レボフロキサシンＯＤ錠２５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 126.80 H26.12.12収載

内用薬 6241013F5020 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

レボフロキサシンＯＤ錠５００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013F6026 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１包（レボ
フロキサシンとして）

レボフロキサシン粒状錠２５０ｍｇ
「モチダ」

持田製薬 後発品 126.80 H26.12.12収載
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内用薬 6241013F7022 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１包（レボ
フロキサシンとして）

レボフロキサシン粒状錠５００ｍｇ
「モチダ」

持田製薬 後発品 226.40 H26.12.12収載

内用薬 6241013S1022 レボフロキサシン水和物 ２５ｍｇ１ｍＬ レボフロキサシン内用液２５ｍｇ／
ｍＬ「トーワ」

東和薬品 後発品 27.00 H28.3.31まで

内用薬 6241013S2029 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１０ｍＬ１
包（レボフロキサシン
として）

レボフロキサシン内用液２５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 234.40 H26.12.12収載

内用薬 6241015F1023 プルリフロキサシン １００ｍｇ１錠（活性
本体として）

スオード錠１００ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

先発品 99.10

内用薬 6241016F1028 モキシフロキサシン塩酸 ４００ｍｇ１錠 アベロックス錠４００ｍｇ バイエル薬品 先発品 502.30
内用薬 6241017F1022 メシル酸ガレノキサシン

水和物
２００ｍｇ１錠 ジェニナック錠２００ｍｇ 富山化学工業 先発品 241.40

内用薬 6241018C1020 シタフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ グレースビット細粒１０％ 第一三共 先発品 592.30
内用薬 6241018F1027 シタフロキサシン水和物 ５０ｍｇ１錠 グレースビット錠５０ｍｇ 第一三共 先発品 232.60
内用薬 6249002F1024 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 ザイボックス錠６００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 13,305.50
内用薬 6249002F1032 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
後発品 7,030.70 H27.12.11収載

内用薬 6250001M1038 ジドブジン １００ｍｇ１カプセル レトロビルカプセル１００ｍｇ ヴィーブヘルスケ
ア

先発品 284.40

内用薬 6250002D1016 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル４０％顆粒 後発品 81.30
内用薬 6250002D1024 アシクロビル ４０％１ｇ 局 ゾビラックス顆粒４０％ グラクソ・スミス

クライン
先発品 ○ 370.70 H27.10.1局方品

内用薬 6250002D1067 アシクロビル ４０％１ｇ 局 ビクロックス顆粒４０％ 小林化工 後発品 135.30 H27.10.1局方品

内用薬 6250002D1091 アシクロビル ４０％１ｇ グロスパール顆粒４０％ 高田製薬 後発品 135.30 H27.3.31まで
内用薬 6250002D1202 アシクロビル ４０％１ｇ 局 アシクロビル顆粒４０％「タカタ」 高田製薬 後発品 135.30 H26.6.20収載

H27.10.1局方
内用薬 6250002F1017 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル２００ｍｇ錠 後発品 50.10
内用薬 6250002F1025 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 局 ゾビラックス錠２００ グラクソ・スミス

クライン
先発品 ○ 239.10 H27.10.1局方品

内用薬 6250002F1041 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシロミン錠２００ メディサ新薬 後発品 89.90 H28.3.31まで
内用薬 6250002F2013 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル４００ｍｇ錠 後発品 71.80
内用薬 6250002F2021 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 局 ゾビラックス錠４００ グラクソ・スミス

クライン
先発品 ○ 371.10 H27.10.1局方品

内用薬 6250002Q1026 アシクロビル ２００ｍｇ１包 アシビル内服ゼリー２００ｍｇ 日医工 後発品 182.80
内用薬 6250002Q2022 アシクロビル ８００ｍｇ１包 アシビル内服ゼリー８００ｍｇ 日医工 後発品 549.20
内用薬 6250002Q3029 アシクロビル ８％１ｍＬ 局 ビクロックスシロップ８％ 小林化工 後発品 35.60
内用薬 6250002Q3037 アシクロビル ８％１ｍＬ 局 グロスパールシロップ８％ 高田製薬 後発品 35.60 H27.3.31まで
内用薬 6250002Q3045 アシクロビル ８％１ｍＬ 局 アシクロビルシロップ８％「タカ 高田製薬 後発品 35.60 H26.6.20収載
内用薬 6250002R1021 アシクロビル ８０％１ｇ 局 アストリックドライシロップ８０％ 日本化薬 後発品 246.10
内用薬 6250002R1048 アシクロビル ８０％１ｇ 局 アシクロビルＤＳ８０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 246.10
内用薬 6250003M1029 ジダノシン １２５ｍｇ１カプセル ヴァイデックスＥＣカプセル１２５ ブリストル・マイ

ヤーズ
先発品 1,071.10

内用薬 6250003M2025 ジダノシン ２００ｍｇ１カプセル ヴァイデックスＥＣカプセル２００ ブリストル・マイ
ヤーズ

先発品 1,620.60

内用薬 6250006F1031 ラミブジン １５０ｍｇ１錠 エピビル錠１５０ ヴィーブヘルスケ
ア

先発品 872.60

内用薬 6250006F2020 ラミブジン ３００ｍｇ１錠 エピビル錠３００ ヴィーブヘルスケ
ア

先発品 1,709.90

内用薬 6250007M1035 インジナビル硫酸塩エタ
ノール付加物

２００ｍｇ１カプセル クリキシバンカプセル２００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 108.60

内用薬 6250009M1026 サニルブジン １５ｍｇ１カプセル ゼリットカプセル１５ ブリストル・マイ
ヤーズ

先発品 432.00

内用薬 6250009M2022 サニルブジン ２０ｍｇ１カプセル ゼリットカプセル２０ ブリストル・マイ
ヤーズ

先発品 439.10

内用薬 6250010F1020 サキナビルメシル酸塩 ５００ｍｇ１錠 インビラーゼ錠５００ｍｇ 中外製薬 先発品 370.30
内用薬 6250010M1037 サキナビルメシル酸塩 ２００ｍｇ１カプセル インビラーゼカプセル２００ｍｇ 中外製薬 先発品 137.30
内用薬 6250011F1024 リトナビル １００ｍｇ１錠 ノービア錠１００ｍｇ アッヴィ 先発品 110.20
内用薬 6250011S1030 リトナビル ８０ｍｇ１ｍＬ ノービア内用液８％ アッヴィ 先発品 107.80
内用薬 6250012F1037 ネルフィナビルメシル酸 ２５０ｍｇ１錠 ビラセプト錠２５０ｍｇ 日本たばこ産業 先発品 144.20
内用薬 6250013F1023 ネビラピン ２００ｍｇ１錠 ビラミューン錠２００ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
先発品 859.40

内用薬 6250014F1036 アバカビル硫酸塩 ３００ｍｇ１錠 ザイアジェン錠３００ｍｇ ヴィーブヘルスケ
ア

先発品 1,013.90

内用薬 6250015F1022 エファビレンツ ６００ｍｇ１錠 ストックリン錠６００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 1,916.90
内用薬 6250015F2029 エファビレンツ ２００ｍｇ１錠 ストックリン錠２００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 668.00
内用薬 6250019D1020 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バルトレックス顆粒５０％ グラクソ・スミス

クライン
先発品 ○ 451.80

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％「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 291.70

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 291.70

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 日医工 後発品 291.70
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 Ｓｅ

ｉｋａ ファルマ
後発品 291.70

内用薬 6250019F1020 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バルトレックス錠５００ グラクソ・スミス
クライン

先発品 ○ 436.00

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「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 後発品 242.20

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「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 242.20

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「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 242.20

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「Ｅ
Ｅ」

エルメッド エー
ザイ

後発品 242.20

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 242.20
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「ＦＦ

Ｐ」
富士フイルム
ファーマ

後発品 242.20

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「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 242.20
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「ＫＯ

Ｇ」
興和 後発品 242.20

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「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 242.20

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「Ｎ ニプロ 後発品 242.20
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「Ｐ ポーラファルマ 後発品 242.20
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「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 242.20

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「Ｙ 陽進堂 後発品 242.20
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 242.20

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 242.20

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 242.20

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 242.20

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 242.20

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 242.20

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 242.20

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 242.20

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 三和化学研究所 後発品 242.20
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 242.20

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 テバ製薬 後発品 242.20
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 242.20

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 242.20

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 242.20
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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 242.20

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 Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ

後発品 242.20

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 242.20

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」

持田製薬販売 後発品 282.60

内用薬 6250020F1023 ラミブジン １００ｍｇ１錠 ゼフィックス錠１００ グラクソ・スミス
クライン

先発品 639.80

内用薬 6250021M1027 オセルタミビルリン酸塩 ７５ｍｇ１カプセル タミフルカプセル７５ 中外製薬 先発品 317.90
内用薬 6250021R1024 オセルタミビルリン酸塩 ３％１ｇ タミフルドライシロップ３％ 中外製薬 先発品 244.00
内用薬 6250022F1022 リバビリン ２００ｍｇ１錠 コペガス錠２００ｍｇ 中外製薬 先発品 789.20
内用薬 6250022F1030 リバビリン ２００ｍｇ１錠 リバビリン錠２００ｍｇＲＥ「マイ

ラン」
高田製薬 後発品 437.60

内用薬 6250022M1021 リバビリン ２００ｍｇ１カプセル レベトールカプセル２００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 627.60
内用薬 6250023M1026 アタザナビル硫酸塩 １５０ｍｇ１カプセル レイアタッツカプセル１５０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
先発品 568.00

内用薬 6250023M2022 アタザナビル硫酸塩 ２００ｍｇ１カプセル レイアタッツカプセル２００ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

先発品 765.70

内用薬 6250024F1021 テノホビル ジソプロキ
シルフマル酸塩

３００ｍｇ１錠 ビリアード錠３００ｍｇ 日本たばこ産業 先発品 2,044.80

内用薬 6250024F1030 テノホビル ジソプロキ
シルフマル酸塩

３００ｍｇ１錠 テノゼット錠３００ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

先発品 996.50 H26.5.23収載

内用薬 6250025F1026 バルガンシクロビル塩酸 ４５０ｍｇ１錠 バリキサ錠４５０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 3,027.00
内用薬 6250026F1020 アデホビル ピボキシル １０ｍｇ１錠 ヘプセラ錠１０ グラクソ・スミス

クライン
先発品 1,287.90

内用薬 6250027F1025 ホスアンプレナビルカル
シウム水和物

７００ｍｇ１錠 レクシヴァ錠７００ ヴィーブヘルスケ
ア

先発品 796.50

内用薬 6250028M1029 エムトリシタビン ２００ｍｇ１カプセル エムトリバカプセル２００ｍｇ 日本たばこ産業 先発品 1,664.30
内用薬 6250029F1024 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 バラクルード錠０．５ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
先発品 1,061.80

内用薬 6250030F1027 ダルナビル エタノール
付加物

３００ｍｇ１錠 プリジスタ錠３００ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 442.50

内用薬 6250030F2023 ダルナビル エタノール
付加物

４００ｍｇ１錠 プリジスタナイーブ錠４００ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 948.20 H27.3.31まで

内用薬 6250030F3020 ダルナビル エタノール
付加物

８００ｍｇ１錠 プリジスタナイーブ錠８００ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 1,896.50

内用薬 6250030F4026 ダルナビル エタノール
付加物

６００ｍｇ１錠 プリジスタ錠６００ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 885.00 H27.5.29収載

内用薬 6250031F1021 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムビル錠２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 489.90
内用薬 6250032F1026 ラルテグラビルカリウム ４００ｍｇ１錠 アイセントレス錠４００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 1,553.60
内用薬 6250033F1020 エトラビリン １００ｍｇ１錠 インテレンス錠１００ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 636.40
内用薬 6250034F1025 マラビロク １５０ｍｇ１錠 シーエルセントリ錠１５０ｍｇ ヴィーブヘルスケ

ア
先発品 2,343.90

内用薬 6250035F1020 テラプレビル ２５０ｍｇ１錠 テラビック錠２５０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 1,429.60
内用薬 6250036F1024 リルピビリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 エジュラント錠２５ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 2,108.70
内用薬 6250037M1028 シメプレビルナトリウム １００ｍｇ１カプセル ソブリアードカプセル１００ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 13,122.80
内用薬 6250038F1023 ドルテグラビルナトリウ

ム
５０ｍｇ１錠 テビケイ錠５０ｍｇ ヴィーブヘルスケ

ア
先発品 3,262.60 H26.4.17収載

内用薬 6250039M1027 アスナプレビル １００ｍｇ１カプセル スンベプラカプセル１００ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

先発品 3,280.70 H26.9.2収載

内用薬 6250040F1020 ダクラタスビル塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ダクルインザ錠６０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

先発品 9,186.00 H26.9.2収載

内用薬 6250041M1024 バニプレビル １５０ｍｇ１カプセル バニヘップカプセル１５０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 2,812.00 H26.11.25収載
内用薬 6250042F1020 ソホスブビル ４００ｍｇ１錠 ソバルディ錠４００ｍｇ ギリアド・サイエ

ンシズ
先発品 61,799.30 H27.5.20収載

内用薬 6250100F1032 ジドブジン・ラミブジン １錠 コンビビル配合錠 ヴィーブヘルスケ
ア

先発品 1,913.10

内用薬 6250101F1037 ロピナビル・リトナビル １錠 カレトラ配合錠 アッヴィ 先発品 387.90
内用薬 6250101S1035 ロピナビル・リトナビル １ｍＬ カレトラ配合内用液 アッヴィ 先発品 159.80
内用薬 6250102F1031 ラミブジン・アバカビル

硫酸塩
１錠 エプジコム配合錠 ヴィーブヘルスケ

ア
先発品 3,981.10

内用薬 6250103F1036 エムトリシタビン・テノ
ホビル ジソプロキシル
フマル酸塩

１錠 ツルバダ配合錠 日本たばこ産業 先発品 3,863.60

内用薬 6250104F1022 エルビテグラビル・コビ
シスタット・エムトリシ
タビン・テノホビル ジ
ソプロキシルフマル酸塩

１錠 スタリビルド配合錠 日本たばこ産業 先発品 6,942.10

内用薬 6250105F1027 リルピビリン塩酸塩・エ
ムトリシタビン・テノホ
ビル ジソプロキシルフ

１錠 コムプレラ配合錠 ヤンセンファーマ 先発品 5,817.80 H26.11.25収載

内用薬 6250106F1021 ドルテグラビルナトリウ
ム・アバカビル硫酸塩・
ラミブジン

１錠 トリーメク配合錠 ヴィーブヘルスケ
ア

先発品 7,000.30 H27.3.25収載

内用薬 6250107F1026 レジパスビル アセトン
付加物・ソホスブビル

１錠 ハーボニー配合錠 ギリアド・サイエ
ンシズ

先発品 80,171.30 H27.8.31収載

内用薬 6250108F1020 オムビタスビル水和物・
パリタプレビル水和物・
リトナビル

１錠 ヴィキラックス配合錠 アッヴィ 先発品 26,801.20 H27.11.26収載

内用薬 6290001F1050 フルシトシン ５００ｍｇ１錠 アンコチル錠５００ｍｇ 共和薬品工業 先発品 257.00
内用薬 6290002M1020 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル 局 ジフルカンカプセル５０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 554.10 H27.10.1局方品

内用薬 6290002M1038 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル ミコシストカプセル５０ｍｇ 高田製薬 後発品 382.90 H28.3.31まで
内用薬 6290002M1062 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル５０ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 382.90 H27.10.1局方品

内用薬 6290002M1089 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾンカプセル５０ 日医工 後発品 221.90 H27.3.31まで
内用薬 6290002M1100 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル５０ｍｇ

「アメル」
共和薬品工業 後発品 221.90 H27.10.1局方品

内用薬 6290002M1127 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 382.90 H27.3.31まで

内用薬 6290002M1135 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 221.90 H27.10.1局方品

内用薬 6290002M1143 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル５０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 221.90 H27.10.1局方品

内用薬 6290002M1151 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 382.90 H26.5.30収載
H27.10.1局方

内用薬 6290002M1160 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 221.90 H26.6.20収載
H27.10.1局方

内用薬 6290002M1178 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル５０ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 382.90 H27.6.19収載

内用薬 6290002M2026 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル 局 ジフルカンカプセル１００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 918.20 H27.10.1局方品

内用薬 6290002M2034 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル ミコシストカプセル１００ｍｇ 高田製薬 後発品 498.60 H28.3.31まで
内用薬 6290002M2069 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 498.60 H27.10.1局方品

内用薬 6290002M2085 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾンカプセル１００ 日医工 後発品 498.60 H27.3.31まで
内用薬 6290002M2115 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ

「アメル」
共和薬品工業 後発品 382.70 H27.10.1局方品

内用薬 6290002M2123 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 498.60 H27.3.31まで

内用薬 6290002M2131 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 382.70 H27.10.1局方品

内用薬 6290002M2140 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 382.70 H27.10.1局方品

内用薬 6290002M2158 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 498.60 H26.5.30収載
H27.10.1局方

内用薬 6290002M2166 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 498.60 H26.6.20収載
H27.10.1局方

内用薬 6290002M2174 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル 局 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 498.60 H27.6.19収載

内用薬 6290002R1027 フルコナゾール １０ｍｇ１ｍＬ（懸濁
後の内用液として）

ジフルカンドライシロップ３５０ｍ
ｇ

ファイザー 先発品 127.60

内用薬 6290002R2023 フルコナゾール ４０ｍｇ１ｍＬ（懸濁
後の内用液として）

ジフルカンドライシロップ１４００
ｍｇ

ファイザー 先発品 511.30
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内用薬 6290003X1039 ミコナゾール ２％１ｇ フロリードゲル経口用２％ 持田製薬 先発品 101.60
内用薬 6290004F1020 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０「ＭＥＥ 小林化工 後発品 208.70
内用薬 6290004F1062 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科 科研製薬 後発品 171.20
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 171.20

内用薬 6290004F2026 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠１００「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 348.50

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 348.50

内用薬 6290004F3022 イトラコナゾール ２００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠２００「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 700.20

内用薬 6290004M1029 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトリゾールカプセル５０ ヤンセンファーマ 先発品 ○ 394.80
内用薬 6290004M1061 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトラートカプセル５０ 沢井製薬 後発品 171.20 H28.3.31まで
内用薬 6290004M1070 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ

「ＳＷ」
沢井製薬 後発品 171.20 H27.6.19収載

内用薬 6290004S1028 イトラコナゾール １％１ｍＬ イトリゾール内用液１％ ヤンセンファーマ 先発品 109.70
内用薬 6290005F1024 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ラミシール錠１２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 202.90

内用薬 6290005F1032 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ケルガー錠１２５ｍｇ 前田薬品工業 後発品 86.20
内用薬 6290005F1040 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テビーナ錠１２５ｍｇ 岩城製薬 後発品 129.80
内用薬 6290005F1059 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テビナシール錠１２５ｍｇ 東亜薬品 後発品 86.20
内用薬 6290005F1067 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビー錠１２５ｍｇ ダイト 後発品 86.20
内用薬 6290005F1075 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｃ 長生堂製薬 後発品 86.20
内用薬 6290005F1083 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 86.20
内用薬 6290005F1091 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥ 小林化工 後発品 86.20
内用薬 6290005F1105 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｎ ニプロ 後発品 86.20
内用薬 6290005F1113 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 129.80
内用薬 6290005F1121 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｙ 陽進堂 後発品 86.20
内用薬 6290005F1130 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サン

ド」
サンド 後発品 86.20

内用薬 6290005F1148 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 86.20

内用薬 6290005F1180 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルミシール錠１２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 86.20
内用薬 6290005F1199 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ネドリール錠１２５ｍｇ 高田製薬 後発品 129.80
内用薬 6290005F1202 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ビラス錠１２５ｍｇ 東和薬品 後発品 129.80 H28.3.31まで
内用薬 6290005F1210 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ラミテクト錠１２５ｍｇ 沢井製薬 後発品 86.20 H26.9.30まで
内用薬 6290005F1229 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 リプノール錠１２５ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 86.20
内用薬 6290005F1237 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＭＥ

Ｄ」
メディサ新薬 後発品 129.80 H28.3.31まで

内用薬 6290005F1245 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 86.20 H27.3.31まで

内用薬 6290005F1253 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 86.20

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 86.20

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 129.80

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 86.20

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 86.20

内用薬 6290005F1300 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 129.80 H27.6.19収載

内用薬 6290006S1027 アトバコン ７５０ｍｇ５ｍＬ１包 サムチレール内用懸濁液１５％ グラクソ・スミス
クライン

先発品 1,727.60

内用薬 6290100D1010 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１ｇ スルファメトキサゾール・トリメト
プリム顆粒

後発品 17.70

内用薬 6290100D1088 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１ｇ バクタ配合顆粒 塩野義製薬 先発品 ○ 77.40

内用薬 6290100D1096 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１ｇ バクトラミン配合顆粒 中外製薬 先発品 ○ 59.80

内用薬 6290100F2018 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１錠 スルファメトキサゾール・トリメト
プリム錠

後発品 15.00

内用薬 6290100F2115 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１錠 バクタ配合錠 塩野義製薬 先発品 ○ 74.60

内用薬 6290100F2123 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１錠 バクトラミン配合錠 中外製薬 先発品 ○ 57.80

内用薬 6415001X1010 キニーネエチル炭酸エス
テル

１ｇ 局 キニーネエチル炭酸エステル 122.60

内用薬 6415002X1014 キニーネ塩酸塩水和物 １ｇ 局 キニーネ塩酸塩水和物 132.30
内用薬 6415003X1019 キニーネ硫酸塩水和物 １ｇ 局 キニーネ硫酸塩水和物 116.00
内用薬 6419001F1030 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 ハイシジン錠２００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 46.00 H26.9.30まで
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 46.00
内用薬 6419001F2036 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 ハイシジン錠５００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 122.70 H26.9.30まで
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 122.70
内用薬 6419002F1123 メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 局 アスゾール錠２５０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 19.30
内用薬 6419002F1131 メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 局 フラジール内服錠２５０ｍｇ 塩野義製薬 準先発品 ○ 35.50
内用薬 6419003F1039 メフロキン塩酸塩 ２７５ｍｇ１錠 メファキン「ヒサミツ」錠２７５ 久光製薬 先発品 851.60
内用薬 6419004M1024 パロモマイシン硫酸塩 ２５０ｍｇ１カプセル アメパロモカプセル２５０ｍｇ ファイザー 先発品 444.20
内用薬 6419101F1020 アトバコン・プログアニ

ル塩酸塩
１錠 マラロン配合錠 グラクソ・スミス

クライン
先発品 498.10

内用薬 6422001X1014 チモール １ｇ 局 チモール 17.80
内用薬 6424001X1019 サントニン １ｇ 局 サントニン 251.40
内用薬 6428001F1012 ジエチルカルバマジンク

エン酸塩
５０ｍｇ１錠 局 ジエチルカルバマジンクエン酸塩錠 10.00

内用薬 6429001F1036 ピランテルパモ酸塩 １００ｍｇ１錠 コンバントリン錠１００ｍｇ 佐藤製薬 先発品 52.20
内用薬 6429001R1032 ピランテルパモ酸塩 １０％１ｇ コンバントリンドライシロップ１０

０ｍｇ
佐藤製薬 先発品 78.30

内用薬 6429005F1026 メベンダゾール １００ｍｇ１錠 ※ メベンダゾール錠１００（ヤンセン
ファーマ）

ヤンセンファーマ 先発品 359.70

内用薬 6429006F1039 プラジカンテル ６００ｍｇ１錠 ビルトリシド錠６００ｍｇ バイエル薬品 先発品 1,260.20
内用薬 6429007F1033 アルベンダゾール ２００ｍｇ１錠 エスカゾール錠２００ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
先発品 414.30

内用薬 6429008F1020 イベルメクチン ３ｍｇ１錠 ストロメクトール錠３ｍｇ ＭＳＤ 先発品 772.60
内用薬 7111001X1019 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物 16.80
内用薬 7111001X1086 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物「ケンエー」 健栄製薬 20.50
内用薬 7111001X1094 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖水和物（小堺） 小堺製薬 18.30
内用薬 7111001X1108 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（三恵） 三恵薬品 20.50
内用薬 7111001X1183 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（日興製薬） 日興製薬 19.40
内用薬 7111001X1191 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖「ホエイ」 マイラン製薬 20.50
内用薬 7111001X1248 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（山善） 山善製薬 20.50
内用薬 7111001X1264 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（ヤクハン） ヤクハン製薬 19.40 H27.3.31まで
内用薬 7111001X1299 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（ニプロ） ニプロ 20.50 H27.3.31まで
内用薬 7111001X1302 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物原末「マルイシ」 丸石製薬 20.50
内用薬 7111001X1310 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物「ヨシダ」 吉田製薬 20.50
内用薬 7111001X1329 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物（結晶）「ＯＲＹ」 日医工 18.30 H26.9.30まで
内用薬 7111001X1337 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物（粉末）「ＯＲＹ」 日医工 18.30 H26.9.30まで
内用薬 7111001X1345 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物「シオエ」 シオエ製薬 20.50
内用薬 7111001X1353 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物（結晶）「ＮｉｋＰ」 日医工 18.30
内用薬 7111001X1361 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物（粉末）「日医工」 日医工 18.30
内用薬 7112001X1016 コムギデンプン １０ｇ 局 コムギデンプン 12.40
内用薬 7112002X1010 コメデンプン １０ｇ コメデンプン 12.40
内用薬 7112003X1015 トウモロコシデンプン １０ｇ 局 トウモロコシデンプン 8.10
内用薬 7112003X1058 トウモロコシデンプン １０ｇ 局 トウモロコシデンプン「ホエイ」 マイラン製薬 8.20
内用薬 7112003X1090 トウモロコシデンプン １０ｇ 局 トウモロコシデンプン「ヨシダ」 吉田製薬 8.20
内用薬 7112004X1010 バレイショデンプン １０ｇ 局 バレイショデンプン 7.60
内用薬 7112004X1060 バレイショデンプン １０ｇ 局 バレイショデンプン「ケンエー」 健栄製薬 7.80
内用薬 7112004X1087 バレイショデンプン １０ｇ 局 ※ バレイショデンプン（三恵） 三恵薬品 8.00
内用薬 7112004X1206 バレイショデンプン １０ｇ 局 ※ バレイショデンプン（山善） 山善製薬 8.00
内用薬 7112004X1257 バレイショデンプン １０ｇ 局 バレイショデンプン原末「マルイ 丸石製薬 8.20
内用薬 7112004X1265 バレイショデンプン １０ｇ 局 バレイショデンプン「ヨシダ」 吉田製薬 8.40
内用薬 7119001X1017 亜硫酸水素ナトリウム １０ｇ 局 亜硫酸水素ナトリウム 10.80
内用薬 7119002X1011 カプセル １０個 局 カプセル 15.50
内用薬 7131001X1011 精製水 １０ｍＬ 局 精製水 1.20
内用薬 7131001X1054 精製水 １０ｍＬ 局 精製水「ＯＲＹ」 日医工 1.60 H26.9.30まで
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内用薬 7131001X1097 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（共栄） 共栄製薬 1.50
内用薬 7131001X1100 精製水 １０ｍＬ 局 精製水「ケンエー」 健栄製薬 1.60
内用薬 7131001X1143 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（シオエ） シオエ製薬 2.20
内用薬 7131001X1224 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（東豊） 東豊薬品 1.50
内用薬 7131001X1240 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（東海製薬） 東海製薬 1.50
内用薬 7131001X1259 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（日興製薬） 日興製薬 1.60
内用薬 7131001X1275 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（フヂミ） フヂミ製薬所 1.50
内用薬 7131001X1356 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（山善） 山善製薬 1.50
内用薬 7131001X1402 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（中北） 中北薬品 1.90
内用薬 7131001X1429 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（大和薬品） 大和薬品工業 1.50
内用薬 7131001X1445 精製水 １０ｍＬ 局 精製水「ヨシダ」 吉田製薬 1.90
内用薬 7131001X1453 精製水 １０ｍＬ 局 精製水「ＮｉｋＰ」 日医工 1.60
内用薬 7142001X1015 単シロップ １０ｍＬ 局 単シロップ 8.30
内用薬 7142001X1031 単シロップ １０ｍＬ 局 単シロップ「ＯＲＹ」 日医工 8.50 H26.9.30まで
内用薬 7142001X1040 単シロップ １０ｍＬ 局 単シロップ「ケンエー」 健栄製薬 8.50
内用薬 7142001X1066 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（シオエ） シオエ製薬 8.50
内用薬 7142001X1090 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（東洋製化） 東洋製薬化成 9.40
内用薬 7142001X1120 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（中北） 中北薬品 8.50
内用薬 7142001X1139 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（日興製薬） 日興製薬 9.40
内用薬 7142001X1171 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（丸石） 丸石製薬 8.50
内用薬 7142001X1180 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（山善） 山善製薬 8.50
内用薬 7142001X1198 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（ヤクハン） ヤクハン製薬 8.50 H27.3.31まで
内用薬 7142001X1236 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（ＪＧ） 日本ジェネリック 9.40
内用薬 7142001X1244 単シロップ １０ｍＬ 局 単シロップ「日医工」 日医工 8.50
内用薬 7143001X1012 ウイキョウ油 １ｍＬ 局 ウイキョウ油 65.00
内用薬 7143002S1010 カンゾウエキス １ｇ 局 カンゾウエキス 9.10
内用薬 7143003B1030 ケイヒ末・サンショウ末

配合剤
１ｇ ※ 芳香散（鈴粉末） 鈴粉末薬品 4.30

内用薬 7149001X1016 サッカリンナトリウム水
和物

１ｇ 局 サッカリンナトリウム水和物 6.20

内用薬 7149001X1032 サッカリンナトリウム水
和物

１ｇ 局 ※ サッカリンナトリウム（小堺） 小堺製薬 6.40

内用薬 7149002X1010 白糖 １０ｇ 局 白糖 11.50
内用薬 7149003X1015 ハチミツ １０ｇ 局 ハチミツ 11.90
内用薬 7149003X1066 ハチミツ １０ｇ 局 ハチミツ「ケンエー」 健栄製薬 12.80
内用薬 7149004X1010 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール 16.60
内用薬 7149004X1028 ｌ－メントール １ｇ 局 ※ ｌ－メントール（岩城） 岩城製薬 22.80
内用薬 7149004X1052 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール「ケンエー」 健栄製薬 25.70
内用薬 7149004X1060 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 20.00
内用薬 7149004X1117 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール「ホエイ」 マイラン製薬 27.90
内用薬 7149004X1150 ｌ－メントール １ｇ 局 ※ ｌ－メントール（山善） 山善製薬 23.80
内用薬 7149004X1192 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール「ヨシダ」 吉田製薬 22.80
内用薬 7149004X1214 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール「日医工」 日医工 22.80
内用薬 7149005X1014 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ハッカ水 7.40
内用薬 7149005X1030 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ハッカ水「ＯＲＹ」 日医工 7.80 H26.9.30まで
内用薬 7149005X1049 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ハッカ水「ケンエー」 健栄製薬 7.80
内用薬 7149005X1065 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ※ ハッカ水（シオエ） シオエ製薬 7.80
内用薬 7149005X1197 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ハッカ水「日医工」 日医工 7.80
内用薬 7149006X1019 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油 8.30
内用薬 7149006X1060 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「ケンエー」 健栄製薬 19.70
内用薬 7149006X1078 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 15.80
内用薬 7149006X1124 ハッカ油 １ｍＬ 局 ※ ハッカ油（東海製薬） 東海製薬 12.10
内用薬 7149006X1159 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油ＦＭ フヂミ製薬所 19.70
内用薬 7149006X1191 ハッカ油 １ｍＬ 局 ※ ハッカ油（山善） 山善製薬 17.70
内用薬 7149006X1221 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「ニッコー」 日興製薬 14.30
内用薬 7149006X1248 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「ヨシダ」 吉田製薬 17.70
内用薬 7149006X1272 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「東豊」 東豊薬品 17.70
内用薬 7149006X1280 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「日医工」 日医工 14.30
内用薬 7149007X1013 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸水和物 12.60
内用薬 7149007X1072 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸「ケンエー」 健栄製薬 15.40
内用薬 7149007X1080 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 14.50
内用薬 7149007X1129 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸「ホエイ」 マイラン製薬 14.50 H28.3.31まで
内用薬 7149007X1153 クエン酸水和物 １０ｇ 局 ※ クエン酸（山善） 山善製薬 15.40
内用薬 7149007X1226 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸水和物「ヨシダ」 吉田製薬 15.40
内用薬 7149007X1234 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸水和物原末「ニッコー」 日興製薬 14.50
内用薬 7149007X1242 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸「日医工」 日医工 13.90
内用薬 7149008X1018 無水クエン酸 １０ｇ 局 無水クエン酸 11.60
内用薬 7149009X1012 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸 22.10
内用薬 7149009X1063 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「ケンエー」 健栄製薬 27.20
内用薬 7149009X1071 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 27.20
内用薬 7149009X1101 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「司生堂」 司生堂製薬 27.20
内用薬 7149009X1152 酒石酸 １０ｇ 局 ※ 酒石酸（山善） 山善製薬 27.20
内用薬 7149009X1187 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「カナダ」 金田直隆商店 27.20
内用薬 7149009X1209 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「ニッコー」 日興製薬 27.20
内用薬 7211001X1030 アミドトリゾ酸ナトリウ

ムメグルミン
１ｍＬ ガストログラフイン経口・注腸用 バイエル薬品 15.90

内用薬 7212005S1020 硫酸バリウム ７９％１０ｍＬ ネオダルムゾル カイゲンファーマ 13.50
内用薬 7212009X1026 硫酸バリウム ９８．４７％１０ｇ バリトゲン 伏見製薬所 14.60
内用薬 7212009X1034 硫酸バリウム ９８．４７％１０ｇ ネオバルギンＳ カイゲンファーマ 13.70 H28.3.31まで
内用薬 7212010X1029 硫酸バリウム ９７．９８％１０ｇ バリトゲン－デラックス 伏見製薬所 14.60
内用薬 7212012S1047 炭酸ガス・硫酸バリウム １０ｍＬ バリトップ１２０ カイゲンファーマ 27.70
内用薬 7212013B1025 硫酸バリウム ９４．６％１０ｇ バリトップＰ カイゲンファーマ 14.90
内用薬 7212013S1025 硫酸バリウム １５０％１０ｍＬ バリトップゾル１５０ カイゲンファーマ 27.10
内用薬 7212019X1020 硫酸バリウム ９７％１０ｇ バロスパースＷ 堀井薬品工業 15.00
内用薬 7212020B1033 硫酸バリウム ９８％１０ｇ バリブライトＰ カイゲンファーマ 14.90
内用薬 7212021X1019 硫酸バリウム １０ｇ 局 硫酸バリウム 17.00
内用薬 7212022A1029 硫酸バリウム ９９％１０ｇ バリコンミール 堀井薬品工業 15.00
内用薬 7212022A1037 硫酸バリウム ９９％１０ｇ バリトップＨＤ カイゲンファーマ 14.90
内用薬 7212022A2025 硫酸バリウム ９９．０％１０ｇ バリトゲンＳＨＤ 伏見製薬所 14.60
内用薬 7212022A2033 硫酸バリウム ９９．０％１０ｇ ネオバルギンＥＨＤ カイゲンファーマ 13.50
内用薬 7212022S2098 硫酸バリウム ７５％１０ｍＬ バムスターＧ７５ カイゲンファーマ 13.30 H28.3.31まで
内用薬 7212022S5020 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ バムスターＳ１００ カイゲンファーマ 13.50
内用薬 7212022S6034 硫酸バリウム １２０％１０ｍＬ バリブライトＲ カイゲンファーマ 21.20
内用薬 7212022S7022 硫酸バリウム １３０％１０ｍＬ バムスターＳ１３０ カイゲンファーマ 18.80 H28.3.31まで
内用薬 7212022S8029 硫酸バリウム ２００％１０ｍＬ バムスターＳ２００ カイゲンファーマ 29.60
内用薬 7212022S9025 硫酸バリウム １８０％１０ｍＬ バリブライトゾル１８０ カイゲンファーマ 33.40
内用薬 7212029X1023 硫酸バリウム ９８．６％１０ｇ バリトゲンＨＤ 伏見製薬所 14.60
内用薬 7212029X1031 硫酸バリウム ９８．６％１０ｇ ネオバルギンＨＤ カイゲンファーマ 13.50
内用薬 7212030S1029 硫酸バリウム １．５％３００ｍＬ１ バリトップＣＴ カイゲンファーマ 269.80
内用薬 7212031B1031 硫酸バリウム ９８．５％１０ｇ バリテスターＡ２４０散 伏見製薬所 14.60
内用薬 7212031B1040 硫酸バリウム ９８．５％１０ｇ ネオバルギンＵＨＤ カイゲンファーマ 13.50
内用薬 7212032B1028 硫酸バリウム ９９．１％１０ｇ バリブライトＣＬ カイゲンファーマ 14.90
内用薬 7212032B1036 硫酸バリウム ９９．１％１０ｇ 硫酸バリウム散９９．１％「共成」 カイゲンファーマ 13.50
内用薬 7212033B1022 硫酸バリウム ９９．４％１０ｇ バリコンクＭＸ カイゲンファーマ 14.90
内用薬 7212034B1027 硫酸バリウム ９９．５％１０ｇ バリブライトＬＶ カイゲンファーマ 14.90
内用薬 7212034B1035 硫酸バリウム ９９．５％１０ｇ 硫酸バリウム散９９．５％「ＦＳ 伏見製薬所 14.60 H27.6.19収載
内用薬 7212035B1021 硫酸バリウム ９９．３６％１０ｇ ウムブラＭＤ 伏見製薬所 14.60
内用薬 7212036B1026 硫酸バリウム ９８．８％１０ｇ 硫酸バリウム散９８．８％「ホリ 堀井薬品工業 15.00
内用薬 7212037B1020 硫酸バリウム ９７．５％１０ｇ 硫酸バリウム散９７．５％「ホリ 堀井薬品工業 15.00 H26.12.12収載
内用薬 7213005S1028 クエン酸マグネシウム ２５０ｍＬ１瓶 マグコロール 堀井薬品工業 410.30
内用薬 7213012D1029 炭酸水素ナトリウム・酒

石酸
１ｇ バルギン発泡顆粒 カイゲンファーマ 後発品 12.00

内用薬 7213013D1023 炭酸水素ナトリウム・酒
石酸

１ｇ バロス発泡顆粒 堀井薬品工業 15.60

内用薬 7213014D1028 炭酸水素ナトリウム・酒
石酸

１ｇ バロス発泡顆粒－Ｓ 堀井薬品工業 後発品 17.30

内用薬 7213016D1027 炭酸水素ナトリウム・酒
石酸

１ｇ バリエース発泡顆粒 伏見製薬所 後発品 12.30

内用薬 7213017D1030 炭酸水素ナトリウム・酒
石酸

１ｇ バックス発泡顆粒 カイゲンファーマ 後発品 11.90

内用薬 7213018S1025 クエン酸マグネシウム １ｇ マグコロールＰ 堀井薬品工業 8.00
内用薬 7223001M1035 メチラポン ２５０ｍｇ１カプセル メトピロンカプセル２５０ｍｇ セオリアファーマ 146.70
内用薬 7229001S1038 ベンチロミド ５％１０ｍＬ１管 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５

００ｍｇ
サンノーバ 先発品 934.90

内用薬 7290001S1037 デンプン部分加水分解物 １５０ｍＬ１瓶 トレーランＧ液５０ｇ エイワイファーマ 144.60
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内用薬 7290003S1044 デンプン部分加水分解物 ２２５ｍＬ１瓶 トレーランＧ液７５ｇ エイワイファーマ 206.40
内用薬 7290004B1030 クエン酸鉄アンモニウム ６００ｍｇ１包 フェリセルツ散２０％ 大塚製薬 先発品 925.00
内用薬 7290005F1029 尿素（１３Ｃ） １００ｍｇ１錠 ピロニック錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 3,056.10
内用薬 7290005F1037 尿素（１３Ｃ） １００ｍｇ１錠 ユービット錠１００ｍｇ 大塚製薬 先発品 3,192.70
内用薬 7290006S1021 塩化マンガン四水和物 １０ｍｇ２５０ｍＬ１ ボースデル内用液１０ 明治 先発品 1,296.60
内用薬 7290007X1023 アミノレブリン酸塩酸塩 １．５ｇ１瓶 アラグリオ内用剤１．５ｇ ＳＢＩファーマ 先発品 90,377.80
内用薬 7290007X1031 アミノレブリン酸塩酸塩 １．５ｇ１瓶 アラベル内用剤１．５ｇ ノーベルファーマ 先発品 90,377.80
内用薬 7319001X1018 安息香酸 １０ｇ 局 安息香酸 17.60
内用薬 7319002X1012 安息香酸ナトリウム １０ｇ 局 安息香酸ナトリウム 23.50
内用薬 7990001S2015 Ｄ－ソルビトール ６５％１０ｍＬ 局 Ｄ－ソルビトール液 10.60
内用薬 7990001S3011 Ｄ－ソルビトール ７５％１０ｍＬ 局 Ｄ－ソルビトール液 11.60
内用薬 7990001X1016 Ｄ－ソルビトール １０ｇ 局 Ｄ－ソルビトール 14.60
内用薬 7990002B2028 プロナーゼ ２０，０００単位 ガスチーム 日医工 先発品 112.70 H28.3.31まで
内用薬 7990002B2036 プロナーゼ ２０，０００単位 プロナーゼＭＳ 科研製薬 先発品 135.70
内用薬 7990002B2044 プロナーゼ ２０，０００単位 ガスチーム散４万単位／ｇ 日医工 先発品 112.70 H27.6.19収載
内用薬 7990003F1028 バレニクリン酒石酸塩 ０．５ｍｇ１錠 チャンピックス錠０．５ｍｇ ファイザー 先発品 136.40
内用薬 7990003F2024 バレニクリン酒石酸塩 １ｍｇ１錠 チャンピックス錠１ｍｇ ファイザー 先発品 244.20
内用薬 7990004S1020 ｌ－メントール ２０ｍＬ１筒 ミンクリア内用散布液０．８％ 日本製薬 先発品 882.50
内用薬 7990100A1050 ナトリウム・カリウム配

合剤
１袋 ニフプラス 大原薬品工業 後発品 729.60

内用薬 7990100A1092 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 スクリット配合内用剤 テバ製薬 後発品 578.80

内用薬 7990100A1106 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ニフレック配合内用剤 味の素製薬 先発品 ○ 1,144.30

内用薬 7990100A1114 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ムーベン配合内用剤 日本製薬 後発品 729.60

内用薬 7990100A1122 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ロレナック配合内用剤 シオノケミカル 後発品 578.80

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 578.80

内用薬 7990100S1020 ナトリウム・カリウム配
合剤

５００ｍＬ１瓶 ムーベン配合内用液 日本製薬 後発品 646.50 H26.12.12収載

内用薬 7990101F1035 リン酸二水素ナトリウム
一水和物・無水リン酸水
素二ナトリウム

１錠 ビジクリア配合錠 ゼリア新薬工業 先発品 56.40

内用薬 7990102A1024 ナトリウム・カリウム・
アスコルビン酸配合剤

１袋 モビプレップ配合内用剤 味の素製薬 先発品 2,371.30

内用薬 8112001A1018 アヘン １ｇ 局 麻 アヘン末 1,098.50
内用薬 8112001B1013 アヘン １０％１ｇ 局 麻 アヘン散 263.90
内用薬 8113001S1010 アヘンチンキ １０％１ｍＬ 局 麻 アヘンチンキ 194.50
内用薬 8114001X1015 アヘンアルカロイド塩酸 １ｇ 局 麻 アヘンアルカロイド塩酸塩 1,346.90
内用薬 8114002X1010 エチルモルヒネ塩酸塩水

和物
１ｇ 局 麻 エチルモルヒネ塩酸塩水和物 8,145.10

内用薬 8114003F1019 モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 麻 モルヒネ塩酸塩錠 125.80
内用薬 8114003X1014 モルヒネ塩酸塩水和物 １ｇ 局 麻 モルヒネ塩酸塩水和物 2,203.00
内用薬 8114004C1025 モルヒネ硫酸塩水和物 ２％１ｇ 麻 モルペス細粒２％ 藤本製薬 後発品 411.40
内用薬 8114004C2021 モルヒネ硫酸塩水和物 ６％１ｇ 麻 モルペス細粒６％ 藤本製薬 後発品 1,096.00
内用薬 8114004D1039 モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒３０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 748.30
内用薬 8114004D2035 モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒６０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 1,395.50
内用薬 8114004D3031 モルヒネ硫酸塩水和物 １２０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒１２０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 2,178.10
内用薬 8114004F1021 モルヒネ硫酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 麻 ピーガード錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬工場 先発品 512.30
内用薬 8114004F2028 モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１錠 麻 ピーガード錠３０ｍｇ 田辺三菱製薬工場 先発品 745.60
内用薬 8114004F3024 モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１錠 麻 ピーガード錠６０ｍｇ 田辺三菱製薬工場 先発品 1,366.00
内用薬 8114004F4020 モルヒネ硫酸塩水和物 １２０ｍｇ１錠 麻 ピーガード錠１２０ｍｇ 田辺三菱製薬工場 先発品 2,527.50
内用薬 8114004G1027 モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 麻 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 241.10
内用薬 8114004G2023 モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１錠 麻 ＭＳコンチン錠３０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 700.50
内用薬 8114004G3020 モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１錠 麻 ＭＳコンチン錠６０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 1,264.70
内用薬 8114004N1026 モルヒネ硫酸塩水和物 ２０ｍｇ１カプセル 麻 カディアンカプセル２０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 519.30
内用薬 8114004N2022 モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル 麻 カディアンカプセル３０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 734.50
内用薬 8114004N3029 モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１カプセル 麻 カディアンカプセル６０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 1,395.00
内用薬 8114004N4025 モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル 麻 ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ 帝國製薬 後発品 205.90
内用薬 8114004N5021 モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル 麻 ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ 帝國製薬 後発品 564.30
内用薬 8114004N6028 モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１カプセル 麻 ＭＳツワイスロンカプセル６０ｍｇ 帝國製薬 後発品 1,055.60
内用薬 8114005N1020 モルヒネ塩酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル 麻 パシーフカプセル３０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 800.40
内用薬 8114005N2027 モルヒネ塩酸塩水和物 ６０ｍｇ１カプセル 麻 パシーフカプセル６０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 1,452.10
内用薬 8114005N3023 モルヒネ塩酸塩水和物 １２０ｍｇ１カプセル 麻 パシーフカプセル１２０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 2,698.20
内用薬 8114005S1024 モルヒネ塩酸塩水和物 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 麻 オプソ内服液５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 121.20
内用薬 8114005S2020 モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ５ｍＬ１包 麻 オプソ内服液１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 224.90
内用薬 8115001F1017 コデインリン酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 麻 コデインリン酸塩錠 78.10
内用薬 8115001X1012 コデインリン酸塩水和物 １ｇ 局 麻 コデインリン酸塩水和物 1,220.90
内用薬 8115002B2016 コデインリン酸塩水和物 １０％１ｇ 局 麻 コデインリン酸塩散１０％ 147.10
内用薬 8115003X1011 ジヒドロコデインリン酸 １ｇ 局 麻 ジヒドロコデインリン酸塩 1,161.10
内用薬 8115004B2015 ジヒドロコデインリン酸 １０％１ｇ 局 麻 ジヒドロコデインリン酸塩散１０％ 156.30
内用薬 8119001F1032 オキシメテバノール ２ｍｇ１錠 麻 メテバニール錠２ｍｇ 第一三共プロ

ファーマ
先発品 103.60

内用薬 8119002B2023 オキシコドン塩酸塩水和 ２．５ｍｇ１包 麻 オキノーム散２．５ｍｇ 塩野義製薬 先発品 67.10
内用薬 8119002B3020 オキシコドン塩酸塩水和 ５ｍｇ１包 麻 オキノーム散５ｍｇ 塩野義製薬 先発品 134.10
内用薬 8119002B4026 オキシコドン塩酸塩水和 １０ｍｇ１包 麻 オキノーム散１０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 268.30
内用薬 8119002B5022 オキシコドン塩酸塩水和 ２０ｍｇ１包 麻 オキノーム散２０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 536.50
内用薬 8119002G1024 オキシコドン塩酸塩水和 ５ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠５ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 144.30
内用薬 8119002G2020 オキシコドン塩酸塩水和 １０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠１０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 270.30
内用薬 8119002G3027 オキシコドン塩酸塩水和 ２０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠２０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 502.40
内用薬 8119002G4023 オキシコドン塩酸塩水和 ４０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠４０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 923.80
内用薬 8119002N1023 オキシコドン塩酸塩水和

物
５ｍｇ１カプセル 麻 オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ

「テルモ」
帝國製薬 後発品 104.30

内用薬 8119002N2020 オキシコドン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１カプセル 麻 オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ
「テルモ」

帝國製薬 後発品 192.00

内用薬 8119002N3026 オキシコドン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１カプセル 麻 オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ
「テルモ」

帝國製薬 後発品 353.40

内用薬 8119002N4022 オキシコドン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ１カプセル 麻 オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ
「テルモ」

帝國製薬 後発品 650.60

内用薬 8119100B1018 アヘン・トコン １ｇ 局 麻 アヘン・トコン散 275.40
内用薬 8211001X1019 ペチジン塩酸塩 １ｇ 局 麻 ペチジン塩酸塩 3,897.30
内用薬 8219001F1020 フェンタニルクエン酸塩 １００μｇ１錠 麻 アブストラル舌下錠１００μｇ 協和発酵キリン 先発品 581.80
内用薬 8219001F2026 フェンタニルクエン酸塩 ２００μｇ１錠 麻 アブストラル舌下錠２００μｇ 協和発酵キリン 先発品 811.90
内用薬 8219001F3022 フェンタニルクエン酸塩 ４００μｇ１錠 麻 アブストラル舌下錠４００μｇ 協和発酵キリン 先発品 1,132.80
内用薬 8219001K1028 フェンタニルクエン酸塩 ２００μｇ１本 麻 アクレフ口腔粘膜吸収剤２００μｇ 田辺三菱製薬 先発品 955.70 H27.3.31まで
内用薬 8219001K2024 フェンタニルクエン酸塩 ４００μｇ１本 麻 アクレフ口腔粘膜吸収剤４００μｇ 田辺三菱製薬 先発品 1,737.50 H27.3.31まで
内用薬 8219001K3020 フェンタニルクエン酸塩 ６００μｇ１本 麻 アクレフ口腔粘膜吸収剤６００μｇ 田辺三菱製薬 先発品 2,189.80 H27.3.31まで
内用薬 8219001K4027 フェンタニルクエン酸塩 ８００μｇ１本 麻 アクレフ口腔粘膜吸収剤８００μｇ 田辺三菱製薬 先発品 2,514.40 H27.3.31まで
内用薬 8219001K5023 フェンタニルクエン酸塩 ５０μｇ１錠 麻 イーフェンバッカル錠５０μｇ 帝國製薬 先発品 514.80
内用薬 8219001K6020 フェンタニルクエン酸塩 １００μｇ１錠 麻 イーフェンバッカル錠１００μｇ 帝國製薬 先発品 718.20
内用薬 8219001K7026 フェンタニルクエン酸塩 ２００μｇ１錠 麻 イーフェンバッカル錠２００μｇ 帝國製薬 先発品 1,002.10
内用薬 8219001K8022 フェンタニルクエン酸塩 ４００μｇ１錠 麻 イーフェンバッカル錠４００μｇ 帝國製薬 先発品 1,398.30
内用薬 8219001K9029 フェンタニルクエン酸塩 ６００μｇ１錠 麻 イーフェンバッカル錠６００μｇ 帝國製薬 先発品 1,699.20
内用薬 8219001T1023 フェンタニルクエン酸塩 ８００μｇ１錠 麻 イーフェンバッカル錠８００μｇ 帝國製薬 先発品 1,951.10
内用薬 8219002F1024 メサドン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 麻 メサペイン錠５ｍｇ 帝國製薬 先発品 183.40
内用薬 8219002F2020 メサドン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 麻 メサペイン錠１０ｍｇ 帝國製薬 先発品 348.20
内用薬 8219003G1024 タペンタドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 麻 タペンタ錠２５ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 108.70 H26.5.23収載
内用薬 8219003G2020 タペンタドール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 麻 タペンタ錠５０ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 206.30 H26.5.23収載
内用薬 8219003G3027 タペンタドール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 麻 タペンタ錠１００ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 391.70 H26.5.23収載
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