
区分 薬価基準収載医
薬品コード

成分名 規格 品名 メーカー名 診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

先発医薬品 同一剤形・規
格の後発医薬
品がある先発
医薬品

薬価 経過措置によ
る使用期限

備考

内用薬 1121001X1018 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ブロモバレリル尿素 8.30
内用薬 1121001X1131 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ※ ブロムワレリル尿素（山善） 山善製薬 8.70 R2.3.31まで
内用薬 1121001X1204 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ブロバリン原末 日本新薬 8.70
内用薬 1121001X1220 ブロモバレリル尿素 １ｇ 局 ブロムワレリル尿素「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
8.70

内用薬 1123001X1012 抱水クロラール １ｇ 局 抱水クロラール 36.20
内用薬 1124001B1039 エスタゾラム １％１ｇ ユーロジン散１％ 武田テバ薬品 先発品 53.10
内用薬 1124001F1022 エスタゾラム １ｍｇ１錠 ユーロジン１ｍｇ錠 武田テバ薬品 先発品 ○ 8.40
内用薬 1124001F1030 エスタゾラム １ｍｇ１錠 エスタゾラム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1124001F2029 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 ユーロジン２ｍｇ錠 武田テバ薬品 先発品 ○ 13.30
内用薬 1124001F2037 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 10.30
内用薬 1124002M2022 フルラゼパム塩酸塩 １５ｍｇ１カプセル ダルメートカプセル１５ 共和薬品工業 先発品 9.70
内用薬 1124003B1070 ニトラゼパム １％１ｇ ネルボン散１％ アルフレッサ

ファーマ
準先発品 ○ 15.80

内用薬 1124003C1092 ニトラゼパム １％１ｇ ベンザリン細粒１％ 塩野義製薬 準先発品 ○ 16.70
内用薬 1124003C1114 ニトラゼパム １％１ｇ ニトラゼパム細粒１％「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.20
内用薬 1124003F1021 ニトラゼパム ２ｍｇ１錠 ベンザリン錠２ 塩野義製薬 5.80
内用薬 1124003F2222 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ベンザリン錠５ 塩野義製薬 準先発品 ○ 9.90
内用薬 1124003F2230 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ネルボン錠５ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
準先発品 ○ 10.00

内用薬 1124003F2249 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 1124003F2265 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 5.40

内用薬 1124003F2273 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.40
内用薬 1124003F2281 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 5.40
内用薬 1124003F2290 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 5.40

内用薬 1124003F2303 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.40
内用薬 1124003F3016 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム１０ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 1124003F3083 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ネルボン錠１０ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
準先発品 ○ 15.60

内用薬 1124003F3121 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ベンザリン錠１０ 塩野義製薬 準先発品 ○ 15.40
内用薬 1124003F3156 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 5.60

内用薬 1124003F3172 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1124005C1032 ハロキサゾラム １％１ｇ ソメリン細粒１％ アルフレッサ

ファーマ
先発品 27.10

内用薬 1124005F1020 ハロキサゾラム ５ｍｇ１錠 ソメリン錠５ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

先発品 17.20

内用薬 1124005F2027 ハロキサゾラム １０ｍｇ１錠 ソメリン錠１０ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

先発品 25.60

内用薬 1124007F1020 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 ファイザー 先発品 ○ 8.80
内用薬 1124007F1038 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ハルラック錠０．１２５ｍｇ 富士薬品 後発品 5.60
内用薬 1124007F1046 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＥＭ

ＥＣ」
サンノーバ 後発品 5.60

内用薬 1124007F1070 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

大興製薬 後発品 5.60

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

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 1124007F1127 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 5.60

内用薬 1124007F1135 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 1124007F1143 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 1124007F1151 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 5.60

内用薬 1124007F1160 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 5.60

内用薬 1124007F2026 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ハルシオン０．２５ｍｇ錠 ファイザー 先発品 ○ 13.00
内用薬 1124007F2107 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ハルラック錠０．２５ｍｇ 富士薬品 後発品 5.80
内用薬 1124007F2182 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 5.80
内用薬 1124007F2190 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 5.80

内用薬 1124007F2204 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.80

内用薬 1124007F2220 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 5.80

内用薬 1124007F2239 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.80

内用薬 1124007F2247 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 5.80
内用薬 1124007F2255 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.80
内用薬 1124007F2263 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 5.80

内用薬 1124008F1024 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 サイレース錠１ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 12.60
内用薬 1124008F1032 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 ロヒプノール錠１ エーザイ 先発品 ○ 12.60 H31.3.31まで
内用薬 1124008F1067 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124008F1075 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 5.60

内用薬 1124008F1091 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 1124008F2020 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 サイレース錠２ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 14.50
内用薬 1124008F2039 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 ロヒプノール錠２ エーザイ 先発品 ○ 14.50 H31.3.31まで
内用薬 1124008F2047 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.80
内用薬 1124008F2071 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 5.80

内用薬 1124008F2098 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.80
内用薬 1124009F1070 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ノクスタール錠０．２５ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
後発品 9.90 R1.9.30まで

内用薬 1124009F1185 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラムＭ錠０．２５「ＥＭＥ
Ｃ」

サンノーバ 後発品 9.90

内用薬 1124009F1193 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 1124009F1223 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 レンドルミン錠０．２５ｍｇ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 22.50

内用薬 1124009F1240 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ソレントミン錠０．２５ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 9.90 H31.3.31まで
内用薬 1124009F1282 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 9.90
内用薬 1124009F1290 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 9.90
内用薬 1124009F1304 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 9.90

内用薬 1124009F1312 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「サワ
イ」

メディサ新薬 後発品 9.90

内用薬 1124009F1320 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.90
内用薬 1124009F1339 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 9.90

内用薬 1124009F1347 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 1124009F1355 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 9.90

内用薬 1124009F1363 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 9.90

内用薬 1124009F1371 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 9.90

内用薬 1124009F1380 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 9.90

内用薬 1124009F1398 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ヨシト
ミ」

田辺三菱製薬 後発品 9.90

内用薬 1124009F1401 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＡＦ
Ｐ」

アルフレッサ
ファーマ

後発品 9.90 H30.12.14収載

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

先発品 ○ 22.50

内用薬 1124009F2068 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

大興製薬 後発品 9.90

内用薬 1124009F2076 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サ
ワイ」

メディサ新薬 後発品 9.90

内用薬 1124009F2084 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 9.90

内用薬 1124009F2092 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 9.90

内用薬 1124009F3030 ブロチゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 局 ブロチゾラム錠０．１２５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 5.60

内用薬 1124010F1021 ロルメタゼパム １ｍｇ１錠 エバミール錠１．０ バイエル薬品 先発品 18.80
内用薬 1124010F1030 ロルメタゼパム １ｍｇ１錠 ロラメット錠１．０ あすか製薬 先発品 19.50
内用薬 1124013B1031 オキサゾラム １０％１ｇ セレナール散１０％ アルフレッサ

ファーマ
先発品 38.00



内用薬 1124013F1033 オキサゾラム ５ｍｇ１錠 セレナール錠５ アルフレッサ
ファーマ

先発品 5.60

内用薬 1124013F2064 オキサゾラム １０ｍｇ１錠 セレナール錠１０ アルフレッサ
ファーマ

先発品 5.70

内用薬 1124014B1036 クロキサゾラム １％１ｇ セパゾン散１％ 第一三共 先発品 23.90
内用薬 1124014F1038 クロキサゾラム １ｍｇ１錠 セパゾン錠１ 第一三共 先発品 5.60
内用薬 1124014F2034 クロキサゾラム ２ｍｇ１錠 セパゾン錠２ 第一三共 先発品 5.70
内用薬 1124015M2038 クロラゼプ酸二カリウム ７．５ｍｇ１カプセ 局 メンドンカプセル７．５ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 10.60
内用薬 1124017B1129 ジアゼパム １％１ｇ セルシン散１％ 武田テバ薬品 準先発品 ○ 15.30
内用薬 1124017B1137 ジアゼパム １％１ｇ ジアゼパム散１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.20
内用薬 1124017B1145 ジアゼパム １％１ｇ ホリゾン散１％ 丸石製薬 準先発品 ○ 14.40
内用薬 1124017F2046 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 1124017F2054 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1124017F2089 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアパックス錠２ｍｇ 大鵬薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124017F2135 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ２ｍｇセルシン錠 武田テバ薬品 準先発品 ○ 5.90
内用薬 1124017F2151 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ホリゾン錠２ｍｇ 丸石製薬 準先発品 ○ 5.90
内用薬 1124017F2194 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1124017F2216 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124017F4049 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ５ｍｇセルシン錠 武田テバ薬品 準先発品 ○ 9.20
内用薬 1124017F4065 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠５「トーワ」 東和薬品 後発品 5.70
内用薬 1124017F4090 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ジアパックス錠５ｍｇ 大鵬薬品工業 後発品 5.70
内用薬 1124017F4162 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ホリゾン錠５ｍｇ 丸石製薬 準先発品 ○ 9.20
内用薬 1124017F4200 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.70
内用薬 1124017F4219 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.70
内用薬 1124017F5037 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 局 １０ｍｇセルシン錠 武田テバ薬品 準先発品 ○ 16.10
内用薬 1124017F5096 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1124017Q1032 ジアゼパム ０．１％１ｍＬ セルシンシロップ０．１％ 武田テバ薬品 16.30
内用薬 1124019F1030 フルジアゼパム ０．２５ｍｇ１錠 エリスパン錠０．２５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 7.80
内用薬 1124020C1045 ブロマゼパム １％１ｇ レキソタン細粒１％ 中外製薬 先発品 ○ 24.50
内用薬 1124020C1053 ブロマゼパム １％１ｇ セニラン細粒１％ サンド 後発品 21.50
内用薬 1124020F1025 ブロマゼパム １ｍｇ１錠 レキソタン錠１ 中外製薬 先発品 5.60
内用薬 1124020F1033 ブロマゼパム １ｍｇ１錠 セニラン錠１ｍｇ サンド ★ 5.60
内用薬 1124020F2030 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 レキソタン錠２ 中外製薬 先発品 ○ 5.80
内用薬 1124020F2048 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 セニラン錠２ｍｇ サンド 後発品 5.60
内用薬 1124020F3036 ブロマゼパム ３ｍｇ１錠 セニラン錠３ｍｇ サンド 後発品 5.80
内用薬 1124020F4032 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 レキソタン錠５ 中外製薬 先発品 ○ 12.10
内用薬 1124020F4040 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 セニラン錠５ｍｇ サンド 後発品 6.60
内用薬 1124021F1046 メダゼパム ２ｍｇ１錠 メダゼパム錠２（ツルハラ） 鶴原製薬 ★ 5.60
内用薬 1124021F1054 メダゼパム ２ｍｇ１錠 レスミット錠２ 塩野義製薬 先発品 5.60
内用薬 1124021F2123 メダゼパム ５ｍｇ１錠 メダゼパム錠５（ツルハラ） 鶴原製薬 ★ 5.60
内用薬 1124021F2166 メダゼパム ５ｍｇ１錠 レスミット錠５ 塩野義製薬 先発品 5.60
内用薬 1124022F1067 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ワイパックス錠０．５ ファイザー 先発品 ○ 5.80
内用薬 1124022F1083 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00
内用薬 1124022F2071 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ワイパックス錠１．０ ファイザー 先発品 ○ 9.70
内用薬 1124022F2110 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 1124023F1029 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 コンスタン０．４ｍｇ錠 武田テバ薬品 先発品 ○ 8.00
内用薬 1124023F1037 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 ソラナックス０．４ｍｇ錠 ファイザー 先発品 ○ 7.90
内用薬 1124023F1100 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1124023F1118 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワ
イ」

メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 1124023F1126 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1124023F2025 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 コンスタン０．８ｍｇ錠 武田テバ薬品 先発品 ○ 13.00
内用薬 1124023F2033 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 ソラナックス０．８ｍｇ錠 ファイザー 先発品 ○ 13.30
内用薬 1124023F2050 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．８ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.70

内用薬 1124023F2076 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．８ｍｇ「サワ
イ」

メディサ新薬 後発品 6.60

内用薬 1124023F2084 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．８ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 6.70

内用薬 1124024C1035 フルタゾラム １％１ｇ コレミナール細粒１％ 沢井製薬 先発品 14.30
内用薬 1124024F1031 フルタゾラム ４ｍｇ１錠 コレミナール錠４ｍｇ 沢井製薬 先発品 8.20
内用薬 1124025C1030 メキサゾラム ０．１％１ｇ メレックス細粒０．１％ 第一三共 先発品 12.60
内用薬 1124025F1028 メキサゾラム ０．５ｍｇ１錠 メレックス錠０．５ｍｇ 第一三共 先発品 6.60
内用薬 1124025F2024 メキサゾラム １ｍｇ１錠 メレックス錠１ｍｇ 第一三共 先発品 12.10
内用薬 1124026C1085 トフィソパム １０％１ｇ グランダキシン細粒１０％ 持田製薬 先発品 ○ 18.00
内用薬 1124026C1107 トフィソパム １０％１ｇ トフィソパム細粒１０％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 7.20
内用薬 1124026C1115 トフィソパム １０％１ｇ トフィソパム細粒１０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 7.20
内用薬 1124026F1022 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 グランダキシン錠５０ 持田製薬 先発品 ○ 13.60
内用薬 1124026F1219 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 グランパム錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.80 H30.9.30まで
内用薬 1124026F1324 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80
内用薬 1124026F1332 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 1124026F1340 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 1124027F1035 フルトプラゼパム ２ｍｇ１錠 局 レスタス錠２ｍｇ 日本ジェネリッ

ク
先発品 18.00

内用薬 1124028B1011 クロルジアゼポキシド １％１ｇ 局 クロルジアゼポキシド散 7.20
内用薬 1124028B1046 クロルジアゼポキシド １％１ｇ 局 コントール散１％ 武田テバ薬品 7.90
内用薬 1124028B2018 クロルジアゼポキシド １０％１ｇ 局 クロルジアゼポキシド散 39.40
内用薬 1124028F1013 クロルジアゼポキシド ５ｍｇ１錠 局 クロルジアゼポキシド錠 9.60
内用薬 1124028F2010 クロルジアゼポキシド １０ｍｇ１錠 局 クロルジアゼポキシド錠 9.60
内用薬 1124029C1038 ロフラゼプ酸エチル １％１ｇ メイラックス細粒１％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 182.80

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

先発品 ○ 16.80

内用薬 1124029F1085 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ジメトックス錠１ 日医工 後発品 6.70 H31.3.31まで
内用薬 1124029F1123 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 6.70

内用薬 1124029F1131 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.70

内用薬 1124029F1140 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 6.70
内用薬 1124029F1158 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 6.70 H30.6.15収載

内用薬 1124029F2022 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 メイラックス錠２ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 ○ 26.50

内用薬 1124029F2073 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ジメトックス錠２ 日医工 後発品 10.60 H31.3.31まで
内用薬 1124029F2090 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 10.60

内用薬 1124029F2103 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 10.60

内用薬 1124029F2111 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 10.60
内用薬 1124029F2120 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 10.60 H30.6.15収載

内用薬 1124030F1029 クアゼパム １５ｍｇ１錠 ドラール錠１５ 久光製薬 先発品 ○ 83.80
内用薬 1124030F1037 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山

形）
後発品 44.40

内用薬 1124030F1045 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 34.80
内用薬 1124030F1053 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 34.80
内用薬 1124030F1061 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 44.40
内用薬 1124030F1070 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 44.40
内用薬 1124030F1088 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 34.80
内用薬 1124030F2025 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 ドラール錠２０ 久光製薬 先発品 ○ 99.30
内用薬 1124030F2033 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山

形）
後発品 52.40

内用薬 1124030F2041 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.70
内用薬 1124030F2050 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 52.40
内用薬 1124030F2068 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 42.70
内用薬 1124030F2076 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 42.70
内用薬 1124030F2084 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.40
内用薬 1125001X1017 アモバルビタール １ｇ 局 アモバルビタール 43.70
内用薬 1125002X1011 バルビタール １ｇ 局 バルビタール 9.80
内用薬 1125003B2015 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバルビタール散１０％ 7.20
内用薬 1125003B2031 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバール散１０％ 藤永製薬 7.80
内用薬 1125003B2139 フェノバルビタール １０％１ｇ 局 フェノバルビタール散１０％「マルイ

シ」
丸石製薬 7.40

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

シオエ製薬 7.80

内用薬 1125003X1016 フェノバルビタール １ｇ 局 フェノバルビタール 27.60
内用薬 1125003X1164 フェノバルビタール １ｇ 局 フェノバルビタール「ホエイ」原末 マイラン製薬 28.70
内用薬 1125004F1023 フェノバルビタール ３０ｍｇ１錠 フェノバール錠３０ｍｇ 藤永製薬 6.90
内用薬 1125004S1030 フェノバルビタール ０．４％１ｍＬ フェノバールエリキシル０．４％ 藤永製薬 4.10



内用薬 1125006F1030 ペントバルビタールカル
シウム

５０ｍｇ１錠 局 ラボナ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 8.70

内用薬 1126001X1014 臭化カリウム １０ｇ 局 臭化カリウム 81.10
内用薬 1126002X1019 臭化ナトリウム １０ｇ 局 臭化ナトリウム 82.00
内用薬 1129004Q1031 トリクロホスナトリウム １０％１ｍＬ 局 トリクロリールシロップ１０％ アルフレッサ

ファーマ
10.80

内用薬 1129006F1021 リルマザホン塩酸塩水和
物

１ｍｇ１錠 リスミー錠１ｍｇ 共和薬品工業 先発品 ○ 16.10

内用薬 1129006F1030 リルマザホン塩酸塩水和
物

１ｍｇ１錠 塩酸リルマザホン錠１「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 9.70

内用薬 1129006F2028 リルマザホン塩酸塩水和
物

２ｍｇ１錠 リスミー錠２ｍｇ 共和薬品工業 先発品 ○ 25.40

内用薬 1129006F2036 リルマザホン塩酸塩水和
物

２ｍｇ１錠 塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 15.40

内用薬 1129007F1026 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 アモバン錠７．５ サノフィ 先発品 ○ 18.30
内用薬 1129007F1034 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 アモバンテス錠７．５ 小林化工 後発品 7.30
内用薬 1129007F1077 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ドパリール錠７．５ キョーリンリメ

ディオ
後発品 7.30 H31.3.31まで

内用薬 1129007F1107 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.30
内用薬 1129007F1123 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.30
内用薬 1129007F1140 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 7.30 H30.6.15収載

内用薬 1129007F2022 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 アモバン錠１０ サノフィ 先発品 ○ 20.50
内用薬 1129007F2057 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ドパリール錠１０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 8.20 H31.3.31まで

内用薬 1129007F2073 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.20
内用薬 1129007F2081 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 アモバンテス錠１０ 小林化工 後発品 8.20
内用薬 1129007F2103 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.20
内用薬 1129007F2120 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 8.20 H30.6.15収載

内用薬 1129008F1039 タンドスピロンクエン酸
塩

５ｍｇ１錠 セディール錠５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 15.30

内用薬 1129008F1047 タンドスピロンクエン酸
塩

５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 9.00

内用薬 1129008F1055 タンドスピロンクエン酸
塩

５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.00

内用薬 1129008F1063 タンドスピロンクエン酸
塩

５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 9.00

内用薬 1129008F1071 タンドスピロンクエン酸
塩

５ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 9.00

内用薬 1129008F2035 タンドスピロンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 セディール錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 26.60

内用薬 1129008F2043 タンドスピロンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 15.10

内用薬 1129008F2051 タンドスピロンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 15.10

内用薬 1129008F2060 タンドスピロンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 15.10

内用薬 1129008F2078 タンドスピロンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 15.10

内用薬 1129008F3023 タンドスピロンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 セディール錠２０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 45.70

内用薬 1129008F3031 タンドスピロンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 28.40

内用薬 1129008F3040 タンドスピロンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 28.40

内用薬 1129008F3058 タンドスピロンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 28.40

内用薬 1129008F3066 タンドスピロンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 28.40

内用薬 1129009F1017 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩５ｍｇ錠 後発品 10.00
内用薬 1129009F1025 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マイスリー錠５ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 37.00
内用薬 1129009F1033 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 12.80
内用薬 1129009F1041 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＦ

Ｐ」
アルフレッサ
ファーマ

後発品 12.80

内用薬 1129009F1050 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 12.80
内用薬 1129009F1068 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 12.80

内用薬 1129009F1076 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳ
Ｐ」

大日本住友製薬 後発品 12.80 R1.9.30まで

内用薬 1129009F1084 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 12.80
内用薬 1129009F1092 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 12.80
内用薬 1129009F1106 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＦＦ

Ｐ」
富士フイルム富
山化学

後発品 12.80

内用薬 1129009F1114 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 12.80

内用薬 1129009F1122 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 12.80
内用薬 1129009F1130 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ

Ｇ」
東洋カプセル 後発品 12.80 R2.3.31まで

内用薬 1129009F1165 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 19.30

内用薬 1129009F1173 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.80
内用薬 1129009F1181 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 12.80
内用薬 1129009F1211 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 19.30

内用薬 1129009F1220 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 12.80

内用薬 1129009F1238 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 12.80

内用薬 1129009F1246 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 12.80

内用薬 1129009F1262 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 12.80

内用薬 1129009F1270 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 12.80
内用薬 1129009F1289 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 12.80

内用薬 1129009F1297 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 12.80

内用薬 1129009F1300 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 12.80

内用薬 1129009F1319 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 12.80

内用薬 1129009F1335 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 12.80

内用薬 1129009F1351 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＭ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 12.80 H30.11.28収載

内用薬 1129009F1360 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

東洋カプセル 後発品 12.80 R1.6.14収載

内用薬 1129009F2013 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩１０ｍｇ錠 後発品 16.80
内用薬 1129009F2021 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マイスリー錠１０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 59.20
内用薬 1129009F2030 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ａ

Ａ」
あすか製薬 後発品 21.00

内用薬 1129009F2048 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＦ
Ｐ」

アルフレッサ
ファーマ

後発品 21.00

内用薬 1129009F2056 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 21.00

内用薬 1129009F2064 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 21.00

内用薬 1129009F2072 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳ
Ｐ」

大日本住友製薬 後発品 21.00 R1.9.30まで

内用薬 1129009F2080 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド 後発品 21.00

内用薬 1129009F2099 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 21.00
内用薬 1129009F2102 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦ

Ｐ」
富士フイルム富
山化学

後発品 21.00

内用薬 1129009F2129 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 21.00

内用薬 1129009F2137 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

東洋カプセル 後発品 21.00 R2.3.31まで

内用薬 1129009F2161 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 32.30

内用薬 1129009F2170 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 21.00

内用薬 1129009F2188 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 21.00

内用薬 1129009F2200 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 21.00

内用薬 1129009F2218 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 21.00

内用薬 1129009F2226 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 21.00

内用薬 1129009F2234 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 21.00



内用薬 1129009F2242 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 21.00

内用薬 1129009F2269 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 21.00

内用薬 1129009F2277 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 21.00

内用薬 1129009F2285 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 21.00

内用薬 1129009F2293 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 21.00

内用薬 1129009F2307 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 21.00

内用薬 1129009F2315 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 21.00

内用薬 1129009F2331 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 21.00

内用薬 1129009F2358 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＭ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 21.00 H30.11.28収載

内用薬 1129009F2366 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

東洋カプセル 後発品 21.00 R1.6.14収載

内用薬 1129009F3028 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド 後発品 12.80

内用薬 1129009F3036 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 12.80

内用薬 1129009F3044 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 12.80

内用薬 1129009F3052 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム５ｍ
ｇ「モチダ」

救急薬品工業 後発品 19.30

内用薬 1129009F3060 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 12.80

内用薬 1129009F3079 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 12.80

内用薬 1129009F4024 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド 後発品 21.00

内用薬 1129009F4032 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 21.00

内用薬 1129009F4040 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 21.00

内用薬 1129009F4059 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム１０
ｍｇ「モチダ」

救急薬品工業 後発品 32.30

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

東和薬品 後発品 21.00

内用薬 1129009F4075 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 21.00

内用薬 1129009S1023 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液５ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 78.40

内用薬 1129009S2020 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液１０ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 120.30

内用薬 1129010F1028 エスゾピクロン １ｍｇ１錠 ルネスタ錠１ｍｇ エーザイ 先発品 48.80
内用薬 1129010F2024 エスゾピクロン ２ｍｇ１錠 ルネスタ錠２ｍｇ エーザイ 先発品 77.50
内用薬 1129010F3020 エスゾピクロン ３ｍｇ１錠 ルネスタ錠３ｍｇ エーザイ 先発品 98.00
内用薬 1131001A1038 アセチルフェネトライド １ｇ クランポール末 大日本住友製薬 56.00
内用薬 1131001F1035 アセチルフェネトライド ２００ｍｇ１錠 クランポール錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 14.90
内用薬 1132001A1035 エトトイン １ｇ アクセノン末 大日本住友製薬 65.10
内用薬 1132002B1019 フェニトイン １０％１ｇ 局 フェニトイン散 11.90
内用薬 1132002F1010 フェニトイン ２５ｍｇ１錠 局 フェニトイン錠 11.90
内用薬 1132002F2017 フェニトイン １００ｍｇ１錠 局 フェニトイン錠 12.70
内用薬 1133002B1032 トリメタジオン ６６．７％１ｇ ミノアレ散６６．７％ 日医工 18.00
内用薬 1135002C1059 プリミドン ９９．５％１ｇ プリミドン細粒９９．５％「日医工」 日医工 29.50
内用薬 1135002F1055 プリミドン ２５０ｍｇ１錠 プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 9.80
内用薬 1137001F1039 スルチアム ５０ｍｇ１錠 オスポロット錠５０ｍｇ 共和薬品工業 6.80
内用薬 1137001F2035 スルチアム ２００ｍｇ１錠 オスポロット錠２００ｍｇ 共和薬品工業 22.40
内用薬 1139001B1031 エトスクシミド ５０％１ｇ エピレオプチマル散５０％ エーザイ 39.60
内用薬 1139001Q1042 エトスクシミド ５％１ｍＬ ザロンチンシロップ５％ 第一三共 7.90
内用薬 1139002C1066 カルバマゼピン ５０％１ｇ カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 15.00
内用薬 1139002C1082 カルバマゼピン ５０％１ｇ テグレトール細粒５０％ サンファーマ 準先発品 ○ 22.00
内用薬 1139002C1090 カルバマゼピン ５０％１ｇ カルバマゼピン細粒５０％「フジナ

ガ」
藤永製薬 後発品 15.00

内用薬 1139002F1062 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 テグレトール錠２００ｍｇ サンファーマ 準先発品 ○ 10.30
内用薬 1139002F1070 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 6.70

内用薬 1139002F1100 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「フジナ
ガ」

藤永製薬 後発品 6.70

内用薬 1139002F2026 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 テグレトール錠１００ｍｇ サンファーマ 準先発品 ○ 6.40
内用薬 1139002F2042 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1139002F2050 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「フジナ
ガ」

藤永製薬 後発品 5.60

内用薬 1139003C1044 クロナゼパム ０．１％１ｇ 局 リボトリール細粒０．１％ 太陽ファルマ 先発品 13.10
内用薬 1139003C1052 クロナゼパム ０．１％１ｇ 局 ランドセン細粒０．１％ 大日本住友製薬 先発品 13.10
内用薬 1139003C2040 クロナゼパム ０．５％１ｇ 局 リボトリール細粒０．５％ 太陽ファルマ 先発品 48.40
内用薬 1139003C2059 クロナゼパム ０．５％１ｇ 局 ランドセン細粒０．５％ 大日本住友製薬 先発品 49.20
内用薬 1139003F1040 クロナゼパム ０．５ｍｇ１錠 局 リボトリール錠０．５ｍｇ 太陽ファルマ 先発品 9.10
内用薬 1139003F1059 クロナゼパム ０．５ｍｇ１錠 局 ランドセン錠０．５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 9.10
内用薬 1139003F2047 クロナゼパム １ｍｇ１錠 局 リボトリール錠１ｍｇ 太陽ファルマ 先発品 13.20
内用薬 1139003F2055 クロナゼパム １ｍｇ１錠 局 ランドセン錠１ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 13.50
内用薬 1139003F3043 クロナゼパム ２ｍｇ１錠 局 リボトリール錠２ｍｇ 太陽ファルマ 先発品 23.10
内用薬 1139003F3051 クロナゼパム ２ｍｇ１錠 局 ランドセン錠２ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 23.50
内用薬 1139004C1049 バルプロ酸ナトリウム ２０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム細粒２０％「Ｅ

ＭＥＣ」
小林化工 後発品 11.10

内用薬 1139004C1057 バルプロ酸ナトリウム ２０％１ｇ デパケン細粒２０％ 協和キリン 先発品 ○ 14.30
内用薬 1139004C2061 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ デパケン細粒４０％ 協和キリン 先発品 ○ 21.50
内用薬 1139004C2070 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「Ｅ

ＭＥＣ」
小林化工 後発品 16.30

内用薬 1139004D1052 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ セレニカＲ顆粒４０％ 興和 先発品 ○ 33.50
内用薬 1139004D1079 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム徐放Ｕ顆粒４

０％「アメル」
共和クリティケ
ア

後発品 23.90

内用薬 1139004D1087 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジ
ナガ」

藤永製薬 後発品 23.90

内用薬 1139004F1045 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 バレリン錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 9.10
内用薬 1139004F1088 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 バルプロ酸ナトリウム錠１００ｍｇ

「アメル」
共和薬品工業 後発品 9.10

内用薬 1139004F1096 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 デパケン錠１００ｍｇ 協和キリン 先発品 ○ 9.90
内用薬 1139004F1100 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 9.10

内用薬 1139004F1118 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ「フジナ
ガ」

藤永製薬 後発品 9.10

内用薬 1139004F2106 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 バレリン錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 10.40
内用薬 1139004F2165 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ

「アメル」
共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 1139004F2173 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 デパケン錠２００ｍｇ 協和キリン 先発品 ○ 12.40
内用薬 1139004F2181 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 6.10

内用薬 1139004F2190 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ「フジナ
ガ」

藤永製薬 後発品 10.40

内用薬 1139004G1040 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 デパケンＲ錠１００ｍｇ 協和キリン 先発品 ○ 9.50
内用薬 1139004G1059 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 7.10

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

共和薬品工業 後発品 7.10

内用薬 1139004G2039 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 セレニカＲ錠２００ｍｇ 興和 先発品 ○ 20.00
内用薬 1139004G2055 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠２００ｍ

ｇ「アメル」
共和薬品工業 後発品 10.80

内用薬 1139004G2063 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 デパケンＲ錠２００ｍｇ 協和キリン 先発品 ○ 15.50
内用薬 1139004G2071 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 10.80

内用薬 1139004G3027 バルプロ酸ナトリウム ４００ｍｇ１錠 セレニカＲ錠４００ｍｇ 興和 先発品 32.80
内用薬 1139004Q1089 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 バレリンシロップ５％ 大日本住友製薬 後発品 6.70
内用薬 1139004Q1100 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 デパケンシロップ５％ 協和キリン 先発品 ○ 7.60
内用薬 1139004Q1119 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％

「日医工」
日医工 後発品 6.70

内用薬 1139004Q1127 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナ
ガ」

藤永製薬 後発品 6.70

内用薬 1139005B1048 ゾニサミド ２０％１ｇ エクセグラン散２０％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 52.50
内用薬 1139005B1056 ゾニサミド ２０％１ｇ ゾニサミド散２０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 33.50
内用薬 1139005F1023 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 エクセグラン錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 27.40
内用薬 1139005F1040 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 16.50
内用薬 1139005F1058 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 局 ゾニサミド錠１００ｍｇＥＸ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 16.50 R1.6.14収載
内用薬 1139006C1030 クロバザム １％１ｇ マイスタン細粒１％ 大日本住友製薬 先発品 31.40



内用薬 1139006F1028 クロバザム ５ｍｇ１錠 マイスタン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 20.60
内用薬 1139006F2024 クロバザム １０ｍｇ１錠 マイスタン錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 35.80
内用薬 1139007F1022 ガバペンチン ２００ｍｇ１錠 ガバペン錠２００ｍｇ ファイザー 先発品 40.40
内用薬 1139007F2029 ガバペンチン ３００ｍｇ１錠 ガバペン錠３００ｍｇ ファイザー 先発品 54.30
内用薬 1139007F3025 ガバペンチン ４００ｍｇ１錠 ガバペン錠４００ｍｇ ファイザー 先発品 66.30
内用薬 1139007Q1023 ガバペンチン ５％１ｍＬ ガバペンシロップ５％ ファイザー 先発品 22.50
内用薬 1139008C1020 トピラマート １０％１ｇ トピナ細粒１０％ 協和キリン 先発品 184.00
内用薬 1139008F1027 トピラマート ５０ｍｇ１錠 トピナ錠５０ｍｇ 協和キリン 先発品 ○ 87.80
内用薬 1139008F1035 トピラマート ５０ｍｇ１錠 トピラマート錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 36.70
内用薬 1139008F2023 トピラマート １００ｍｇ１錠 トピナ錠１００ｍｇ 協和キリン 先発品 ○ 143.40
内用薬 1139008F2031 トピラマート １００ｍｇ１錠 トピラマート錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 58.90
内用薬 1139008F3020 トピラマート ２５ｍｇ１錠 トピナ錠２５ｍｇ 協和キリン 先発品 ○ 52.70
内用薬 1139008F3038 トピラマート ２５ｍｇ１錠 トピラマート錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 22.50
内用薬 1139009F1021 ラモトリギン ２ｍｇ１錠 ラミクタール錠小児用２ｍｇ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 14.50

内用薬 1139009F1030 ラモトリギン ２ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.80 H30.6.15収載

内用薬 1139009F1048 ラモトリギン ２ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.80 H30.6.15収載

内用薬 1139009F1056 ラモトリギン ２ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.80 H30.6.15収載

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

先発品 ○ 27.80

内用薬 1139009F2036 ラモトリギン ５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 11.00 H30.6.15収載

内用薬 1139009F2044 ラモトリギン ５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 11.00 H30.6.15収載

内用薬 1139009F2052 ラモトリギン ５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 11.00 H30.6.15収載

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

先発品 ○ 86.80

内用薬 1139009F3032 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 34.30 H30.6.15収載

内用薬 1139009F3040 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 34.30 H30.6.15収載
内用薬 1139009F3059 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 34.30 H30.6.15収載
内用薬 1139009F3067 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 34.30 H30.6.15収載
内用薬 1139009F3075 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 34.30 H30.6.15収載
内用薬 1139009F4020 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラミクタール錠１００ｍｇ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 231.60

内用薬 1139009F4039 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 91.60 H30.6.15収載

内用薬 1139009F4047 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 91.60 H30.6.15収載
内用薬 1139009F4055 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 91.60 H30.6.15収載
内用薬 1139009F4063 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 91.60 H30.6.15収載
内用薬 1139009F4071 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 91.60 H30.6.15収載
内用薬 1139010F1024 レベチラセタム ２５０ｍｇ１錠 イーケプラ錠２５０ｍｇ ユーシービー

ジャパン
先発品 123.20

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

先発品 201.20

内用薬 1139010R1020 レベチラセタム ５０％１ｇ イーケプラドライシロップ５０％ ユーシービー
ジャパン

先発品 221.20

内用薬 1139011M1028 スチリペントール ２５０ｍｇ１カプセ
ル

ディアコミットカプセル２５０ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 520.80

内用薬 1139011R1025 スチリペントール ２５０ｍｇ１包 ディアコミットドライシロップ分包２
５０ｍｇ

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 520.80

内用薬 1139011R2021 スチリペントール ５００ｍｇ１包 ディアコミットドライシロップ分包５
００ｍｇ

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 1,041.80

内用薬 1139012F1023 ルフィナミド １００ｍｇ１錠 イノベロン錠１００ｍｇ エーザイ 先発品 82.00
内用薬 1139012F2020 ルフィナミド ２００ｍｇ１錠 イノベロン錠２００ｍｇ エーザイ 先発品 134.10
内用薬 1139013B1026 ビガバトリン ５００ｍｇ１包 サブリル散分包５００ｍｇ サノフィ 先発品 1,487.00
内用薬 1139014F1022 ペランパネル水和物 ２ｍｇ１錠 フィコンパ錠２ｍｇ エーザイ 先発品 189.70
内用薬 1139014F2029 ペランパネル水和物 ４ｍｇ１錠 フィコンパ錠４ｍｇ エーザイ 先発品 310.20
内用薬 1139015F1027 ラコサミド ５０ｍｇ１錠 ビムパット錠５０ｍｇ ユーシービー

ジャパン
先発品 215.20

内用薬 1139015F2023 ラコサミド １００ｍｇ１錠 ビムパット錠１００ｍｇ ユーシービー
ジャパン

先発品 351.30

内用薬 1139015R1023 ラコサミド １０％１ｇ ビムパットドライシロップ１０％ ユーシービー
ジャパン

先発品 386.20 H31.2.26収載

内用薬 1139100F1037 フェニトイン・フェノバ
ルビタール

１錠 複合アレビアチン配合錠 大日本住友製薬 5.80

内用薬 1139103X1036 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＤ配合錠 藤永製薬 5.80

内用薬 1139104X1030 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＥ配合錠 藤永製薬 5.70

内用薬 1139105X1035 フェニトイン・フェノバ
ルビタール配合剤

１錠 ヒダントールＦ配合錠 藤永製薬 5.80

内用薬 1141001X1010 アセトアミノフェン １ｇ 局 アセトアミノフェン 7.20
内用薬 1141001X1045 アセトアミノフェン １ｇ 局 アセトアミノフェン「ヨシダ」 吉田製薬 7.60
内用薬 1141001X1118 アセトアミノフェン １ｇ 局 アセトアミノフェン「ＪＧ」原末 長生堂製薬 7.60
内用薬 1141004F1086 フルフェナム酸アルミニ

ウム
１２５ｍｇ１錠 オパイリン錠１２５ｍｇ 大正製薬 8.70

内用薬 1141004F2058 フルフェナム酸アルミニ
ウム

２５０ｍｇ１錠 オパイリン錠２５０ｍｇ 大正製薬 12.00

内用薬 1141005B1062 メフェナム酸 ５０％１ｇ ポンタール散５０％ 第一三共 14.50
内用薬 1141005C2030 メフェナム酸 ９８．５％１ｇ ポンタール細粒９８．５％ 第一三共 23.70
内用薬 1141005F1048 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１錠 ポンタール錠２５０ｍｇ 第一三共 8.60 H31.3.31まで
内用薬 1141005M2094 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセ ポンタールカプセル２５０ｍｇ 第一三共 8.60
内用薬 1141005Q1081 メフェナム酸 ３．２５％１ｍＬ ポンタールシロップ３．２５％ 第一三共 先発品 6.40
内用薬 1141007C1075 アセトアミノフェン ２０％１ｇ カロナール細粒２０％ あゆみ製薬 後発品 7.80
内用薬 1141007C1105 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％（ＴＹ

Ｋ）
武田テバ薬品 後発品 7.80

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

辰巳化学 後発品 7.80

内用薬 1141007C1148 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 7.80

内用薬 1141007C1156 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 7.80

内用薬 1141007C2020 アセトアミノフェン ５０％１ｇ カロナール細粒５０％ あゆみ製薬 後発品 9.30
内用薬 1141007F1055 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ（Ｔ

ＹＫ）
武田テバ薬品 後発品 7.10 H31.3.31まで

内用薬 1141007F1063 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 カロナール錠２００ あゆみ製薬 後発品 7.10
内用薬 1141007F1071 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 コカール錠２００ｍｇ 三和化学研究所 後発品 7.10 R2.3.31まで
内用薬 1141007F1080 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「Ｎ

Ｐ」
ニプロ 後発品 7.10

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

辰巳化学 後発品 7.10

内用薬 1141007F1152 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 7.10

内用薬 1141007F1160 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 7.10

内用薬 1141007F1179 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 7.10 R2.3.31まで

内用薬 1141007F1187 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7.10

内用薬 1141007F1195 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マ
ルイシ」

丸石製薬 後発品 7.10

内用薬 1141007F1209 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 7.10 R1.6.14収載

内用薬 1141007F1217 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「武
田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 7.10 R1.6.14収載

内用薬 1141007F2027 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 カロナール錠３００ あゆみ製薬 後発品 7.90
内用薬 1141007F2043 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
長生堂製薬 後発品 7.90

内用薬 1141007F2051 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マ
ルイシ」

丸石製薬 後発品 7.90

内用薬 1141007F3023 アセトアミノフェン ５００ｍｇ１錠 カロナール錠５００ あゆみ製薬 後発品 9.20
内用薬 1141007F3031 アセトアミノフェン ５００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マ

ルイシ」
丸石製薬 後発品 9.20 H30.12.14収載

内用薬 1141007Q1048 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ カロナールシロップ２％ あゆみ製薬 後発品 4.60
内用薬 1141007Q1064 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ アセトアミノフェンシロップ小児用

２％「トーワ」
東和薬品 後発品 4.60

内用薬 1141007R1043 アセトアミノフェン ２０％１ｇ コカール小児用ドライシロップ２０％ 三和化学研究所 後発品 8.80 R2.3.31まで
内用薬 1141007R1060 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェンＤＳ小児用２０％

「タカタ」
高田製薬 後発品 8.80

内用薬 1141007R1078 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェンＤＳ小児用２０％
「トーワ」

東和薬品 後発品 8.80

内用薬 1141007R1086 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェンＤＳ小児用２０％
「三和」

三和化学研究所 後発品 8.80 R1.6.14収載



内用薬 1141007R2023 アセトアミノフェン ４０％１ｇ コカールドライシロップ４０％ 三和化学研究所 後発品 10.60 R2.3.31まで
内用薬 1141007R2031 アセトアミノフェン ４０％１ｇ アセトアミノフェンＤＳ４０％「三

和」
三和化学研究所 後発品 10.60 R1.6.14収載

内用薬 1143001X1015 アスピリン １０ｇ アスピリン 28.10
内用薬 1143001X1074 アスピリン １０ｇ 局 「純生」アスピリン 小堺製薬 29.40
内用薬 1143001X1112 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「ホエイ」 マイラン製薬 29.40
内用薬 1143001X1201 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「ヨシダ」 吉田製薬 29.40
内用薬 1143001X1236 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン原末「マルイシ」 丸石製薬 29.40
内用薬 1143001X1244 アスピリン １０ｇ 局 アスピリン「日医工」 日医工 29.40
内用薬 1143005X1013 エテンザミド １ｇ 局 エテンザミド 8.10
内用薬 1143010F2058 アスピリン・ダイアルミ

ネート
３３０ｍｇ１錠 イスキア配合錠Ａ３３０ シオノケミカル 後発品 5.60

内用薬 1143010F2074 アスピリン・ダイアルミ
ネート

３３０ｍｇ１錠 バファリン配合錠Ａ３３０ ライオン 準先発品 ○ 5.70

内用薬 1144002X1017 イソプロピルアンチピリ
ン

１ｇ 局 イソプロピルアンチピリン 12.20

内用薬 1144005X1010 スルピリン水和物 １ｇ 局 スルピリン水和物 7.40
内用薬 1144007X1010 ミグレニン １ｇ 局 ミグレニン 7.60
内用薬 1144007X1117 ミグレニン １ｇ 局 ミグレニン「マルイシ」 丸石製薬 9.70 H31.3.31まで
内用薬 1145001M1013 インドメタシン ２５ｍｇ１カプセル 局 インドメタシンカプセル 9.60
内用薬 1145002N1145 インドメタシン ２５ｍｇ１カプセル インテバンＳＰ２５ 帝國製薬 後発品 7.40 R2.3.31まで
内用薬 1145002N2087 インドメタシン ３７．５ｍｇ１カプ

セル
インテバンＳＰ３７．５ 帝國製薬 後発品 10.50 R2.3.31まで

内用薬 1145003F1030 アセメタシン ３０ｍｇ１錠 局 ランツジールコーワ錠３０ｍｇ 興和 先発品 10.30
内用薬 1145004F1034 プログルメタシンマレイ

ン酸塩
９０ｍｇ１錠 ミリダシン錠９０ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 12.20

内用薬 1145005M1020 インドメタシン　ファル
ネシル

１００ｍｇ１カプセ
ル

インフリーカプセル１００ｍｇ エーザイ 先発品 17.00

内用薬 1145005M2026 インドメタシン　ファル
ネシル

２００ｍｇ１カプセ
ル

インフリーＳカプセル２００ｍｇ エーザイ 先発品 28.00

内用薬 1147002F1013 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム２５ｍｇ錠 後発品 5.60

内用薬 1147002F1560 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ボルタレン錠２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 11.20

内用薬 1147002F1587 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 チカタレン錠２５ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.60 H30.9.30まで

内用薬 1147002F1617 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 1147002F1625 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1147002F1633 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 5.60

内用薬 1147002F1641 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 1147002F1650 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1147002F1668 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1147002F1676 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 5.60

内用薬 1147002N1123 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプ
セル

ナボールＳＲカプセル３７．５ 久光製薬 先発品 ○ 16.50

内用薬 1147002N1131 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプ
セル

サビスミンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 全星薬品工業 後発品 6.60 R1.9.30まで

内用薬 1147002N1174 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプ
セル

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 同仁医薬化工 先発品 ○ 16.50

内用薬 1147002N1182 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプ
セル

ジクロフェナクナトリウムＳＲカプセ
ル３７．５ｍｇ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 6.60

内用薬 1147002N1190 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプ
セル

ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３
７．５ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 6.60

内用薬 1147002N1204 ジクロフェナクナトリウ
ム

３７．５ｍｇ１カプ
セル

ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３
７．５ｍｇ「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 6.60 H30.12.14収載

内用薬 1147006M1037 アンフェナクナトリウム
水和物

５０ｍｇ１カプセル フェナゾックスカプセル５０ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 16.60 H31.3.31まで

内用薬 1148001F1059 チアラミド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ソランタール錠５０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 9.60
内用薬 1148001F2101 チアラミド塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ソランタール錠１００ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 11.40
内用薬 1149001D1152 イブプロフェン ２０％１ｇ イブプロフェン顆粒２０％「タツミ」 辰巳化学 後発品 6.20 H31.3.31まで
内用薬 1149001D1160 イブプロフェン ２０％１ｇ ブルフェン顆粒２０％ 科研製薬 先発品 ○ 9.40
内用薬 1149001D1187 イブプロフェン ２０％１ｇ イブプロフェン顆粒２０％「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 1149001F1455 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 ブルフェン錠１００ 科研製薬 先発品 ○ 5.80
内用薬 1149001F1463 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タツ

ミ」
辰巳化学 後発品 5.00

内用薬 1149001F1480 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 5.00

内用薬 1149001F2168 イブプロフェン ２００ｍｇ１錠 ブルフェン錠２００ 科研製薬 先発品 ○ 8.40
内用薬 1149001F2192 イブプロフェン ２００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠２００ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 5.80

内用薬 1149001F2206 イブプロフェン ２００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠２００ｍｇ「タツ
ミ」

辰巳化学 後発品 5.80

内用薬 1149007F1142 ナプロキセン １００ｍｇ１錠 ナイキサン錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 7.00
内用薬 1149009M1035 ブコローム ３００ｍｇ１カプセ パラミヂンカプセル３００ｍｇ あすか製薬 14.20
内用薬 1149010F1128 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 プラノプロフェン錠７５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 7.40 R2.3.31まで

内用薬 1149010F1136 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 ニフラン錠７５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 10.90
内用薬 1149010M1160 プラノプロフェン ７５ｍｇ１カプセル プラノプロフェンカプセル７５ｍｇ

「日医工」
日医工ファーマ 後発品 7.40

内用薬 1149010Q1056 プラノプロフェン １．５％１ｍＬ プラノプロフェン液１．５％ＭＥＥＫ 小林化工 後発品 6.60
内用薬 1149011D1032 フルルビプロフェン ８％１ｇ フロベン顆粒８％ 科研製薬 先発品 29.40
内用薬 1149011F1076 フルルビプロフェン ４０ｍｇ１錠 フロベン錠４０ 科研製薬 先発品 15.40
内用薬 1149011F1084 フルルビプロフェン ４０ｍｇ１錠 アップノン錠４０ｍｇ コーアイセイ 後発品 6.20 H31.3.31まで
内用薬 1149013F1091 ジメトチアジンメシル酸

塩
２０ｍｇ１錠 ミグリステン錠２０ 塩野義製薬 先発品 12.30

内用薬 1149015F1023 スリンダク ５０ｍｇ１錠 クリノリル錠５０ 日医工 先発品 10.20
内用薬 1149015F2020 スリンダク １００ｍｇ１錠 クリノリル錠１００ 日医工 先発品 12.50
内用薬 1149017M1030 ピロキシカム １０ｍｇ１カプセル バキソカプセル１０ 富士フイルム富

山化学
先発品 ○ 8.20

内用薬 1149017M1102 ピロキシカム １０ｍｇ１カプセル ピロキシカムカプセル１０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1149017M2079 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル バキソカプセル２０ 富士フイルム富
山化学

先発品 ○ 13.10

内用薬 1149017M2184 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル ピロキシカムカプセル２０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1149019C1122 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム細粒１
０％「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 11.60

内用薬 1149019C1149 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ ロキソニン細粒１０％ 第一三共 先発品 ○ 26.50

内用薬 1149019C1157 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「サ
ワイ」

メディサ新薬 後発品 11.60

内用薬 1149019C1165 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム細粒１
０％「日医工」

日医工 後発品 11.60

内用薬 1149019C1173 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 11.60

内用薬 1149019C1181 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 11.60

内用薬 1149019F1013 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム６０ｍｇ
錠

後発品 5.60

内用薬 1149019F1242 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキフェン錠６０ｍｇ 龍角散 後発品 9.60

内用薬 1149019F1382 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソマリン錠６０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 7.80 R2.3.31まで

内用薬 1149019F1480 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

エルメッド 後発品 7.80

内用薬 1149019F1498 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 7.80

内用薬 1149019F1501 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキプロナール錠６０ｍｇ 寿製薬 後発品 7.80

内用薬 1149019F1510 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 サンロキソ錠６０ｍｇ 三恵薬品 後発品 9.60

内用薬 1149019F1528 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 スリノフェン錠６０ｍｇ あすか製薬 後発品 9.60 H31.3.31まで

内用薬 1149019F1544 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロブ錠６０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 7.80 H31.3.31まで

内用薬 1149019F1560 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソニン錠６０ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 14.50

内用薬 1149019F1587 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サ
ワイ」

メディサ新薬 後発品 7.80

内用薬 1149019F1595 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 7.80

内用薬 1149019F1609 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 7.80



内用薬 1149019F1617 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 7.80

内用薬 1149019F1625 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7.80

内用薬 1149019F1633 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 7.80

内用薬 1149019F1641 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 7.80

内用薬 1149019F1650 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 7.80 R2.3.31まで

内用薬 1149019F1668 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 7.80

内用薬 1149019F1676 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 7.80

内用薬 1149019F1684 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍ
ｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 9.60

内用薬 1149019F1692 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 後発品 7.80

内用薬 1149019F1706 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 7.80

内用薬 1149019F1714 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「Ｏ
ＨＡ」

大原薬品工業 後発品 7.80 H30.6.15収載

内用薬 1149019F1722 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「あ
すか」

あすか製薬 後発品 9.60 H30.6.15収載

内用薬 1149019F1730 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「武
田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 7.80 R1.6.14収載

内用薬 1149019S1038 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

０．６％１ｍＬ ロキソプロフェンナトリウム内服液６
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 2.10

内用薬 1149020F1024 ロベンザリット二ナトリ
ウム

４０ｍｇ１錠 カルフェニール錠４０ｍｇ 中外製薬 先発品 45.80

内用薬 1149020F2020 ロベンザリット二ナトリ
ウム

８０ｍｇ１錠 カルフェニール錠８０ｍｇ 中外製薬 先発品 69.80

内用薬 1149023F1036 ワクシニアウイルス接種
家兎炎症皮膚抽出液

４単位１錠 ノイロトロピン錠４単位 日本臓器製薬 先発品 29.80

内用薬 1149025F1043 チアプロフェン酸 １００ｍｇ１錠 スルガム錠１００ｍｇ サノフィ 先発品 8.90
内用薬 1149025F2066 チアプロフェン酸 ２００ｍｇ１錠 スルガム錠２００ｍｇ サノフィ 先発品 14.90
内用薬 1149026F1056 オキサプロジン １００ｍｇ１錠 アルボ錠１００ｍｇ 大正製薬 先発品 18.50
内用薬 1149026F2206 オキサプロジン ２００ｍｇ１錠 アルボ錠２００ｍｇ 大正製薬 先発品 26.60
内用薬 1149027F1034 ナブメトン ４００ｍｇ１錠 局 レリフェン錠４００ｍｇ 三和化学研究所 先発品 30.50
内用薬 1149029F1025 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ソレトン錠８０ 日本ケミファ 先発品 ○ 16.20
内用薬 1149029F1033 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ペオン錠８０ ゼリア新薬工業 先発品 ○ 16.20
内用薬 1149029F1076 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザルトプロフェン錠８０「タツミ」 辰巳化学 後発品 9.90
内用薬 1149029F1106 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ソレング錠８０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.90 H30.9.30まで

内用薬 1149029F1130 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 9.90

内用薬 1149029F1149 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 1149029F1157 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 9.90 H31.3.31まで

内用薬 1149029F1165 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 1149029F1173 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 1149029F1181 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 9.90

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

局 フルカムカプセル１３．５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 37.10

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

局 アンピロームカプセル１３．５ｍｇ 東和薬品 後発品 16.60

内用薬 1149030M2023 アンピロキシカム ２７ｍｇ１カプセル 局 フルカムカプセル２７ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 57.30
内用薬 1149030M2031 アンピロキシカム ２７ｍｇ１カプセル 局 アンピロームカプセル２７ｍｇ 東和薬品 後発品 22.90
内用薬 1149031F1022 アクタリット １００ｍｇ１錠 モーバー錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 62.50
内用薬 1149031F1030 アクタリット １００ｍｇ１錠 オークル錠１００ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 61.40
内用薬 1149031F1049 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 26.10
内用薬 1149031F1057 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 26.10
内用薬 1149031F1065 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.10
内用薬 1149032F1027 エトドラク １００ｍｇ１錠 ハイペン錠１００ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 16.70
内用薬 1149032F1035 エトドラク １００ｍｇ１錠 オステラック錠１００ あすか製薬 先発品 ○ 17.20
内用薬 1149032F1043 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 7.30

内用薬 1149032F1060 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 7.30
内用薬 1149032F1078 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.40
内用薬 1149032F1108 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００「ＫＮ」 小林化工 後発品 7.30 H31.3.31まで
内用薬 1149032F1116 エトドラク １００ｍｇ１錠 パイペラック錠１００ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 7.30 H31.3.31まで
内用薬 1149032F1124 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 7.30 H31.3.31まで
内用薬 1149032F1132 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 7.30
内用薬 1149032F1140 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7.30
内用薬 1149032F2023 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ハイペン錠２００ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 23.10
内用薬 1149032F2031 エトドラク ２００ｍｇ１錠 オステラック錠２００ あすか製薬 先発品 ○ 23.70
内用薬 1149032F2058 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００「ＫＮ」 小林化工 後発品 10.20 H31.3.31まで
内用薬 1149032F2074 エトドラク ２００ｍｇ１錠 パイペラック錠２００ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 10.20 H31.3.31まで
内用薬 1149032F2139 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 14.50
内用薬 1149032F2147 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 10.20
内用薬 1149032F2155 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 10.20

内用薬 1149032F2163 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 10.20 H31.3.31まで
内用薬 1149032F2171 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 10.20
内用薬 1149032F2180 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.20
内用薬 1149033F1021 モフェゾラク ７５ｍｇ１錠 ジソペイン錠７５ ニプロＥＳ

ファーマ
先発品 23.60

内用薬 1149034F1026 塩酸ペンタゾシン ２５ｍｇ１錠 ソセゴン錠２５ｍｇ 丸石製薬 先発品 37.60
内用薬 1149034F1034 塩酸ペンタゾシン ２５ｍｇ１錠 ペルタゾン錠２５ あすか製薬 先発品 34.80
内用薬 1149035F1020 メロキシカム ５ｍｇ１錠 モービック錠５ｍｇ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 31.40

内用薬 1149035F1039 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ダイト 後発品 18.00
内用薬 1149035F1047 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 13.40

内用薬 1149035F1055 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 13.40
内用薬 1149035F1063 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 13.40
内用薬 1149035F1080 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 13.40
内用薬 1149035F1098 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 13.40
内用薬 1149035F1101 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.40
内用薬 1149035F1110 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 18.00
内用薬 1149035F1128 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 18.00
内用薬 1149035F1136 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 18.00
内用薬 1149035F1144 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 18.00
内用薬 1149035F1152 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 18.00 R2.3.31まで

内用薬 1149035F1160 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 18.00
内用薬 1149035F1179 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 18.00

内用薬 1149035F1187 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 18.00
内用薬 1149035F1195 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 18.00
内用薬 1149035F1209 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ユートク」 大興製薬 後発品 18.00
内用薬 1149035F1217 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム速崩錠５ｍｇ「日本臓

器」
日本臓器製薬 後発品 18.00

内用薬 1149035F1225 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 13.40
内用薬 1149035F2027 メロキシカム １０ｍｇ１錠 モービック錠１０ｍｇ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 48.20

内用薬 1149035F2035 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ダイト 後発品 27.20
内用薬 1149035F2043 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 18.60

内用薬 1149035F2051 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 18.60
内用薬 1149035F2060 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 27.20
内用薬 1149035F2086 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 18.60
内用薬 1149035F2094 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 27.20
内用薬 1149035F2108 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 18.60
内用薬 1149035F2116 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 27.20
内用薬 1149035F2124 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 27.20
内用薬 1149035F2132 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 27.20
内用薬 1149035F2140 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 27.20
内用薬 1149035F2159 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 27.20 R2.3.31まで

内用薬 1149035F2167 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 27.20
内用薬 1149035F2175 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 27.20



内用薬 1149035F2183 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 27.20
内用薬 1149035F2191 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 27.20
内用薬 1149035F2205 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ユートク」 大興製薬 後発品 27.20
内用薬 1149035F2213 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム速崩錠１０ｍｇ「日本臓

器」
日本臓器製薬 後発品 27.20

内用薬 1149035F2221 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 18.60
内用薬 1149036F1025 ロルノキシカム ２ｍｇ１錠 ロルカム錠２ｍｇ 大正製薬 先発品 ○ 14.10
内用薬 1149036F1033 ロルノキシカム ２ｍｇ１錠 ロルノキシカム錠２ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 7.10 H30.12.14収載
内用薬 1149036F2021 ロルノキシカム ４ｍｇ１錠 ロルカム錠４ｍｇ 大正製薬 先発品 ○ 19.50
内用薬 1149036F2030 ロルノキシカム ４ｍｇ１錠 ロルノキシカム錠４ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 9.80 H30.12.14収載
内用薬 1149037F1020 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコックス錠１００ｍｇ アステラス製薬 先発品 68.10
内用薬 1149037F2026 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコックス錠２００ｍｇ アステラス製薬 先発品 105.20
内用薬 1149038F1024 トラマドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ 日本新薬 先発品 36.50
内用薬 1149038F2020 トラマドール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 トラマールＯＤ錠５０ｍｇ 日本新薬 先発品 64.20
内用薬 1149038G1020 トラマドール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ワントラム錠１００ｍｇ 日本新薬 先発品 113.20
内用薬 1149108D1039 シメトリド・無水カフェ

イン
１ｇ キョーリンＡＰ２配合顆粒 杏林製薬 11.40

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

１錠 クリアミン配合錠Ａ１．０ 日医工 11.50

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

１錠 クリアミン配合錠Ｓ０．５ 日医工 7.10

内用薬 1149116D1033 ピラゾロン系解熱鎮痛消
炎配合剤

１ｇ ＳＧ配合顆粒 シオノギファー
マ

先発品 10.40

内用薬 1149117F1020 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トラムセット配合錠 ヤンセンファー
マ

先発品 ○ 69.80

内用薬 1149117F1039 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1047 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ＥＥ」 エルメッド 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1055 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1063 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「Ｍｅ」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1071 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1080 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ＴＣ」 東洋カプセル 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1098 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1101 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ＹＤ」 陽進堂 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1110 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「あすか」 あすか製薬 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1128 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1136 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「共創未来」 共創未来ファー
マ

後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1144 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1152 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1160 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「サワイ」 沢井製薬 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1179 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「サンド」 サンド 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1187 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「武田テバ」 武田テバファー
マ

後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1195 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「トーワ」 東和薬品 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1209 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「日医工」 日医工 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1217 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1225 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「日本臓器」 日本臓器製薬 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1233 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1241 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「マルイシ」 丸石製薬 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1149117F1250 トラマドール塩酸塩・ア
セトアミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「三笠」 三笠製薬 後発品 22.80 H30.12.14収載

内用薬 1151001F1020 メタンフェタミン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ヒロポン錠 大日本住友製薬 295.20
内用薬 1161001C1011 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ アマンタジン塩酸塩１０％細粒 後発品 7.40
内用薬 1161001C1089 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ シンメトレル細粒１０％ サンファーマ 先発品 ○ 24.80
内用薬 1161001C1127 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ アテネジン細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 7.90 R2.3.31まで
内用薬 1161001C1151 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ アマンタジン塩酸塩細粒１０％「ツル

ハラ」
鶴原製薬 後発品 7.90 R1.6.14収載

内用薬 1161001F1050 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 シンメトレル錠５０ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 15.20
内用薬 1161001F1115 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｚ

Ｅ」
全星薬品工業 後発品 5.80

内用薬 1161001F1123 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アテネジン錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.80 R2.3.31まで
内用薬 1161001F1131 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 1161001F1140 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.80

内用薬 1161001F1158 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.80

内用薬 1161001F1174 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.80 R1.6.14収載

内用薬 1161001F2014 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩１００ｍｇ錠 後発品 6.40
内用薬 1161001F2057 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 シンメトレル錠１００ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 24.20
内用薬 1162001B1030 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ タスモリン散１％ 田辺三菱製薬 後発品 16.50 H31.3.31まで
内用薬 1162001B1048 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ ビペリデン塩酸塩散１％「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 後発品 16.50 H30.6.15収載
内用薬 1162001C1043 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ アキネトン細粒１％ 大日本住友製薬 準先発品 ○ 27.90
内用薬 1162001C1051 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ ビペリデン塩酸塩細粒１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 16.50
内用薬 1162001F1058 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 タスモリン錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 1162001F1066 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 アキネトン錠１ｍｇ 大日本住友製薬 5.60
内用薬 1162001F1074 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1162001F1082 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「ヨシト

ミ」
田辺三菱製薬 後発品 5.60 H30.6.15収載

内用薬 1162001F2046 ビペリデン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 1163001F1020 プロフェナミン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 パーキン糖衣錠（１０） 田辺三菱製薬 5.80 H31.3.31まで
内用薬 1163001F2027 プロフェナミン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 パーキン糖衣錠（５０） 田辺三菱製薬 5.80 H31.3.31まで
内用薬 1163002B1031 プロフェナミンヒベンズ

酸塩
１０％１ｇ パーキン散１０％ 田辺三菱製薬 先発品 12.10 H31.3.31まで

内用薬 1164001B1034 レボドパ ９８．５％１ｇ ドパストン散９８．５％ 大原薬品工業 先発品 60.70
内用薬 1164001F1060 レボドパ ２００ｍｇ１錠 ドパゾール錠２００ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 17.50

内用薬 1164001M2031 レボドパ ２５０ｍｇ１カプセ ドパストンカプセル２５０ｍｇ 大原薬品工業 先発品 20.60
内用薬 1169001F1016 トリヘキシフェニジル塩

酸塩
２ｍｇ１錠 局 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 8.50

内用薬 1169001F1024 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

２ｍｇ１錠 局 アーテン錠（２ｍｇ） ファイザー 8.60

内用薬 1169001F1199 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

２ｍｇ１錠 局 トリヘキシン錠２ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

8.60 R2.3.31まで

内用薬 1169001F1202 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

２ｍｇ１錠 局 セドリーナ錠２ｍｇ 第一三共 8.60

内用薬 1169001F1229 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

２ｍｇ１錠 局 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ
「ＣＨ」

長生堂製薬 8.60

内用薬 1169001F1253 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

２ｍｇ１錠 局 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

8.60 R1.6.14収載

内用薬 1169002B1019 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

１％１ｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩１％散 後発品 6.20

内用薬 1169002B1078 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

１％１ｇ アーテン散１％ ファイザー 準先発品 ○ 17.70

内用薬 1169002B1116 トリヘキシフェニジル塩
酸塩

１％１ｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩散１％
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 16.70

内用薬 1169003C1035 ピロヘプチン塩酸塩 ２％１ｇ トリモール細粒２％ 長生堂製薬 先発品 42.40
内用薬 1169003F1031 ピロヘプチン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 トリモール錠２ｍｇ 長生堂製薬 先発品 5.80
内用薬 1169004B1034 マザチコール塩酸塩水和

物
１％１ｇ ペントナ散１％ 田辺三菱製薬 先発品 43.40

内用薬 1169004F1036 マザチコール塩酸塩水和
物

４ｍｇ１錠 ペントナ錠４ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 18.40

内用薬 1169005F1014 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチンメシル酸塩２．５ｍ
ｇ錠

後発品 16.60

内用薬 1169005F1197 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 アップノールＢ錠２．５ｍｇ 高田製薬 後発品 49.10 R1.9.30まで

内用薬 1169005F1200 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 パーロデル錠２．５ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 62.60

内用薬 1169005F1235 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 パドパリン錠２．５ｍｇ 寿製薬 後発品 49.10



内用薬 1169005F1260 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「フ
ソー」

ダイト 後発品 49.10

内用薬 1169005F1316 ブロモクリプチンメシル
酸塩

２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 49.10 H30.12.14収載

内用薬 1169006C1039 ドロキシドパ ２０％１ｇ 局 ドプス細粒２０％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 112.80
内用薬 1169006C1055 ドロキシドパ ２０％１ｇ 局 ドロキシドパ細粒２０％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 71.60
内用薬 1169006F1027 ドロキシドパ １００ｍｇ１錠 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 59.20
内用薬 1169006F2023 ドロキシドパ ２００ｍｇ１錠 ドプスＯＤ錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 109.50
内用薬 1169006M1034 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセ

ル
局 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 40.00

内用薬 1169006M1042 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセ
ル

局 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「日
医工」

日医工ファーマ 後発品 40.00

内用薬 1169006M1077 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセ
ル

局 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 40.00

内用薬 1169006M2030 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセ
ル

局 ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 75.30

内用薬 1169006M2049 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセ
ル

局 ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「日
医工」

日医工ファーマ 後発品 75.30

内用薬 1169006M2073 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセ
ル

局 ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 75.30

内用薬 1169008D1025 ペルゴリドメシル酸塩 ０．０２５％１ｇ ペルゴリン顆粒０．０２５％ 日医工 後発品 101.70
内用薬 1169008F1026 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠 ペルマックス錠５０μｇ 協和キリン 先発品 ○ 41.40
内用薬 1169008F1034 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠 ベセラール錠５０μｇ 武田テバファー

マ
後発品 24.10 R2.3.31まで

内用薬 1169008F1050 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠５０μｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 19.20

内用薬 1169008F1069 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠 ペルゴリド錠５０μｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 19.20
内用薬 1169008F1085 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠 ペルゴリド錠５０μｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 24.10
内用薬 1169008F2022 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 ペルマックス錠２５０μｇ 協和キリン 先発品 ○ 170.20
内用薬 1169008F2030 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 ベセラール錠２５０μｇ 武田テバファー

マ
後発品 97.50 R2.3.31まで

内用薬 1169008F2057 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 メシル酸ペルゴリド錠２５０μｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 77.20

内用薬 1169008F2065 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 ペルゴリド錠２５０μｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 77.20
内用薬 1169008F2081 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 ペルゴリド錠２５０μｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 97.50

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

先発品 133.20

内用薬 1169010F1031 セレギリン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 173.50

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

武田テバファー
マ

後発品 173.50

内用薬 1169010F2020 セレギリン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エフピーＯＤ錠２．５ エフピー 先発品 ○ 301.90
内用薬 1169011F1028 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カバサール錠０．２５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 67.10
内用薬 1169011F1036 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 40.50
内用薬 1169011F1044 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 40.50

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

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 40.50

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

東和薬品 後発品 40.50 H31.3.31まで

内用薬 1169011F2024 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カバサール錠１．０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 221.60
内用薬 1169011F2032 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 132.20
内用薬 1169011F2040 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 132.20
内用薬 1169011F2059 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 132.20

内用薬 1169011F2067 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 132.20 H31.3.31まで
内用薬 1169012F1022 プラミペキソール塩酸塩

水和物
０．１２５ｍｇ１錠 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 42.50

内用薬 1169012F1030 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＡＡ」

あすか製薬 後発品 16.60

内用薬 1169012F1049 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＤＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 16.60

内用薬 1169012F1057 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＥＥ」

エルメッド 後発品 16.60

内用薬 1169012F1065 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＦＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 16.60

内用薬 1169012F1073 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 16.60

内用薬 1169012F1081 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＫＯ」

寿製薬 後発品 16.60 R2.3.31まで

内用薬 1169012F1090 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 16.60

内用薬 1169012F1103 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 16.60

内用薬 1169012F1111 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 16.60

内用薬 1169012F1120 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 16.60

内用薬 1169012F1138 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 16.60

内用薬 1169012F1154 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 16.60

内用薬 1169012F1162 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 16.60

内用薬 1169012F1170 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 16.60

内用薬 1169012F1189 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 16.60

内用薬 1169012F1197 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 16.60

内用薬 1169012F1200 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 16.60

内用薬 1169012F2029 プラミペキソール塩酸塩
水和物

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

先発品 ○ 144.10

内用薬 1169012F2037 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＡＡ」

あすか製薬 後発品 57.80

内用薬 1169012F2045 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 57.80

内用薬 1169012F2053 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド 後発品 57.80

内用薬 1169012F2061 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＦＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 57.80

内用薬 1169012F2070 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 57.80

内用薬 1169012F2088 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 57.80 R2.3.31まで

内用薬 1169012F2096 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 57.80

内用薬 1169012F2100 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 57.80

内用薬 1169012F2118 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 57.80

内用薬 1169012F2126 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 57.80

内用薬 1169012F2134 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 57.80

内用薬 1169012F2150 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 57.80

内用薬 1169012F2169 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 57.80

内用薬 1169012F2177 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 57.80

内用薬 1169012F2185 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 57.80

内用薬 1169012F2193 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 57.80

内用薬 1169012F2207 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 57.80

内用薬 1169012F3025 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１
２５ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 16.60

内用薬 1169012F4021 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．５
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 57.80

内用薬 1169012G1028 プラミペキソール塩酸塩
水和物

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

先発品 ○ 129.60

内用薬 1169012G1036 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．３７５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３
７５ｍｇＭＩ「ＤＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 43.40

内用薬 1169012G1044 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．３７５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３
７５ｍｇＭＩ「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 43.40



内用薬 1169012G1052 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．３７５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３
７５ｍｇＭＩ「アメル」

共和薬品工業 後発品 43.40

内用薬 1169012G1060 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．３７５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３
７５ｍｇＭＩ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 43.40

内用薬 1169012G1079 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．３７５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３
７５ｍｇＭＩ「サワイ」

沢井製薬 後発品 43.40

内用薬 1169012G1087 プラミペキソール塩酸塩
水和物

０．３７５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３
７５ｍｇＭＩ「トーワ」

東和薬品 後発品 43.40

内用薬 1169012G2024 プラミペキソール塩酸塩
水和物

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

先発品 ○ 442.20

内用薬 1169012G2032 プラミペキソール塩酸塩
水和物

１．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５
ｍｇＭＩ「ＤＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 150.60

内用薬 1169012G2040 プラミペキソール塩酸塩
水和物

１．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５
ｍｇＭＩ「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 150.60

内用薬 1169012G2059 プラミペキソール塩酸塩
水和物

１．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５
ｍｇＭＩ「アメル」

共和薬品工業 後発品 150.60

内用薬 1169012G2067 プラミペキソール塩酸塩
水和物

１．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５
ｍｇＭＩ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 150.60

内用薬 1169012G2075 プラミペキソール塩酸塩
水和物

１．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５
ｍｇＭＩ「サワイ」

沢井製薬 後発品 150.60

内用薬 1169012G2083 プラミペキソール塩酸塩
水和物

１．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５
ｍｇＭＩ「トーワ」

東和薬品 後発品 150.60

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

先発品 ○ 43.60

内用薬 1169013F1035 ロピニロール塩酸塩 ０．２５ｍｇ１錠 ロピニロール錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 18.80
内用薬 1169013F2023 ロピニロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 レキップ錠１ｍｇ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 151.10

内用薬 1169013F2031 ロピニロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ロピニロール錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 65.40
内用薬 1169013F3020 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 レキップ錠２ｍｇ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 278.10

内用薬 1169013F3038 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ロピニロール錠２ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 116.80
内用薬 1169013F4026 ロピニロール塩酸塩 ０．２５ｍｇ１錠 ロピニロールＯＤ錠０．２５ｍｇ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 18.80

内用薬 1169013F5022 ロピニロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ロピニロールＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 65.40
内用薬 1169013F6029 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ロピニロールＯＤ錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 116.80
内用薬 1169013G1022 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 レキップＣＲ錠２ｍｇ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 239.70

内用薬 1169013G1030 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「共創未
来」

共創未来ファー
マ

後発品 100.10

内用薬 1169013G1049 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 100.10
内用薬 1169013G1057 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 100.10 H30.12.14収載
内用薬 1169013G2029 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠 レキップＣＲ錠８ｍｇ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 822.40

内用薬 1169013G2037 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「共創未
来」

共創未来ファー
マ

後発品 343.90

内用薬 1169013G2045 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 343.90
内用薬 1169013G2053 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 343.90 H30.12.14収載
内用薬 1169014F1021 エンタカポン １００ｍｇ１錠 コムタン錠１００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 171.60

内用薬 1169014F1030 エンタカポン １００ｍｇ１錠 エンタカポン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 70.90

内用薬 1169014F1048 エンタカポン １００ｍｇ１錠 エンタカポン錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 70.90
内用薬 1169014F1056 エンタカポン １００ｍｇ１錠 エンタカポン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 70.90
内用薬 1169014F1064 エンタカポン １００ｍｇ１錠 エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 70.90
内用薬 1169015F1026 ゾニサミド ２５ｍｇ１錠 トレリーフ錠２５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 948.50
内用薬 1169015F2022 ゾニサミド ２５ｍｇ１錠 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 948.50
内用薬 1169015F3029 ゾニサミド ５０ｍｇ１錠 トレリーフＯＤ錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 1,422.80
内用薬 1169016F1020 イストラデフィリン ２０ｍｇ１錠 ノウリアスト錠２０ｍｇ 協和キリン 先発品 782.40
内用薬 1169017F1025 ラサギリンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アジレクト錠０．５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 512.10 H30.5.22収載
内用薬 1169017F2021 ラサギリンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 アジレクト錠１ｍｇ 武田薬品工業 先発品 948.50 H30.5.22収載
内用薬 1169100F1052 レボドパ・ベンセラジド

塩酸塩
１錠 イーシー・ドパール配合錠 協和キリン 先発品 27.80

内用薬 1169100F1060 レボドパ・ベンセラジド
塩酸塩

１錠 ネオドパゾール配合錠 アルフレッサ
ファーマ

先発品 32.50

内用薬 1169100F1079 レボドパ・ベンセラジド
塩酸塩

１錠 マドパー配合錠 太陽ファルマ 先発品 27.50

内用薬 1169101F1120 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 第一三共 先発品 ○ 26.50

内用薬 1169101F1138 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 パーキストン配合錠Ｌ１００ 小林化工 後発品 10.60

内用薬 1169101F1146 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 メネシット配合錠１００ ＭＳＤ 先発品 ○ 26.50

内用薬 1169101F1154 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 カルコーパ配合錠Ｌ１００ 共和薬品工業 後発品 10.60

内用薬 1169101F1162 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 レプリントン配合錠Ｌ１００ 辰巳化学 後発品 10.60

内用薬 1169101F1170 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 ドパコール配合錠Ｌ１００ ダイト 後発品 10.60

内用薬 1169101F2045 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 ネオドパストン配合錠Ｌ２５０ 第一三共 先発品 ○ 63.80

内用薬 1169101F2053 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 メネシット配合錠２５０ ＭＳＤ 先発品 ○ 63.80

内用薬 1169101F2061 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 カルコーパ配合錠Ｌ２５０ 共和薬品工業 後発品 25.50

内用薬 1169101F2070 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 ドパコール配合錠Ｌ２５０ ダイト 後発品 25.50

内用薬 1169101F2088 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 パーキストン配合錠Ｌ２５０ 小林化工 後発品 25.50

内用薬 1169101F2096 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 レプリントン配合錠Ｌ２５０ 辰巳化学 後発品 25.50

内用薬 1169101F3033 レボドパ・カルビドパ水
和物

１錠 ドパコール配合錠Ｌ５０ ダイト 後発品 5.80

内用薬 1169101S1020 レボドパ・カルビドパ水
和物

１００ｍＬ１カセッ
ト

デュオドーパ配合経腸用液 アッヴィ 先発品 15,004.30

内用薬 1169102F1027 レボドパ・カルビドパ水
和物・エンタカポン

１錠 スタレボ配合錠Ｌ５０ ノバルティス
ファーマ

先発品 200.50

内用薬 1169102F2023 レボドパ・カルビドパ水
和物・エンタカポン

１錠 スタレボ配合錠Ｌ１００ ノバルティス
ファーマ

先発品 200.50

内用薬 1171001F1014 クロルプロマジン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 局 クロルプロマジン塩酸塩錠 9.20
内用薬 1171001F2010 クロルプロマジン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロルプロマジン塩酸塩錠 9.20
内用薬 1171001F3017 クロルプロマジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロルプロマジン塩酸塩錠 9.20
内用薬 1171001F4013 クロルプロマジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クロルプロマジン塩酸塩錠 9.20
内用薬 1171005C1024 クロルプロマジンフェ

ノールフタリン酸塩
１０％１ｇ ウインタミン細粒（１０％） 共和薬品工業 6.40

内用薬 1172004B1030 ペルフェナジンフェンジ
ゾ酸塩

１％１ｇ ピーゼットシー散１％ 田辺三菱製薬 9.40

内用薬 1172005C1064 プロペリシアジン １０％１ｇ ニューレプチル細粒１０％ 高田製薬 46.10
内用薬 1172005F1044 プロペリシアジン ５ｍｇ１錠 ニューレプチル錠５ｍｇ 高田製薬 5.60
内用薬 1172005F2067 プロペリシアジン １０ｍｇ１錠 ニューレプチル錠１０ｍｇ 高田製薬 6.20
内用薬 1172005F3047 プロペリシアジン ２５ｍｇ１錠 ニューレプチル錠２５ｍｇ 高田製薬 11.80
内用薬 1172005S1034 プロペリシアジン １％１ｍＬ ニューレプチル内服液１％ 高田製薬 13.60
内用薬 1172006F1014 ペルフェナジン ２ｍｇ１錠 局 ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172006F2010 ペルフェナジン ４ｍｇ１錠 局 ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172006F3017 ペルフェナジン ８ｍｇ１錠 局 ペルフェナジン錠 9.60
内用薬 1172007B1033 ペルフェナジン １％１ｇ トリラホン散１％ 共和薬品工業 9.20
内用薬 1172009B1032 フルフェナジンマレイン

酸塩
０．２％１ｇ フルメジン散０．２％ 田辺三菱製薬 10.60

内用薬 1172009F1026 フルフェナジンマレイン
酸塩

０．２５ｍｇ１錠 フルメジン糖衣錠（０．２５） 田辺三菱製薬 5.60

内用薬 1172009F2022 フルフェナジンマレイン
酸塩

０．５ｍｇ１錠 フルメジン糖衣錠（０．５） 田辺三菱製薬 5.60

内用薬 1172009F3029 フルフェナジンマレイン
酸塩

１ｍｇ１錠 フルメジン糖衣錠（１） 田辺三菱製薬 7.00

内用薬 1172010F1010 プロクロルペラジンマレ
イン酸塩

５ｍｇ１錠 局 プロクロルペラジンマレイン酸塩錠 9.60

内用薬 1172013F1014 ペルフェナジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 ペルフェナジンマレイン酸塩錠 9.20

内用薬 1172013F2010 ペルフェナジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 ペルフェナジンマレイン酸塩錠 9.20

内用薬 1172013F3017 ペルフェナジンマレイン
酸塩

８ｍｇ１錠 局 ペルフェナジンマレイン酸塩錠 9.60

内用薬 1172014B1033 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

１０％１ｇ レボトミン散１０％ 田辺三菱製薬 11.10

内用薬 1172014B2048 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

５０％１ｇ レボトミン散５０％ 田辺三菱製薬 67.20

内用薬 1172014B2056 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

５０％１ｇ ヒルナミン散５０％ 共和薬品工業 65.80

内用薬 1172014C1055 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

１０％１ｇ ヒルナミン細粒１０％ 共和薬品工業 12.90

内用薬 1172014C1071 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

１０％１ｇ レボメプロマジン細粒１０％「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 8.00 H31.3.31まで



内用薬 1172014D1077 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

１０％１ｇ レボトミン顆粒１０％ 田辺三菱製薬 11.80

内用薬 1172014F1027 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

５ｍｇ１錠 ヒルナミン錠（５ｍｇ） 共和薬品工業 5.60

内用薬 1172014F1043 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

５ｍｇ１錠 レボトミン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.60

内用薬 1172014F2120 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 レボトミン錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.60

内用薬 1172014F2139 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 ヒルナミン錠（２５ｍｇ） 共和薬品工業 5.60

内用薬 1172014F2155 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠２５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 1172014F2163 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

２５ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠２５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1172014F3038 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

５０ｍｇ１錠 ヒルナミン錠（５０ｍｇ） 共和薬品工業 6.90

内用薬 1172014F3070 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

５０ｍｇ１錠 レボトミン錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 5.90

内用薬 1172014F3089 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

５０ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠５０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 5.60 H31.3.31まで

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

先発品 9.40

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

先発品 18.50

内用薬 1174004F1028 ロフェプラミン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アンプリット錠１０ｍｇ 第一三共 先発品 6.80
内用薬 1174004F2024 ロフェプラミン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アンプリット錠２５ｍｇ 第一三共 先発品 16.50
内用薬 1174005B1020 トリミプラミンマレイン

酸塩
１０％１ｇ スルモンチール散１０％ 塩野義製薬 39.50

内用薬 1174005F1022 トリミプラミンマレイン
酸塩

１０ｍｇ１錠 スルモンチール錠１０ｍｇ 塩野義製薬 6.30

内用薬 1174005F2029 トリミプラミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 スルモンチール錠２５ｍｇ 塩野義製薬 11.40

内用薬 1174006F1019 イミプラミン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミプラミン塩酸塩錠 9.60
内用薬 1174006F2015 イミプラミン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 イミプラミン塩酸塩錠 9.90
内用薬 1179001C1024 アモキサピン １０％１ｇ アモキサン細粒１０％ ファイザー 先発品 36.40
内用薬 1179001M1020 アモキサピン １０ｍｇ１カプセル アモキサンカプセル１０ｍｇ ファイザー 先発品 6.10
内用薬 1179001M2026 アモキサピン ２５ｍｇ１カプセル アモキサンカプセル２５ｍｇ ファイザー 先発品 12.40
内用薬 1179001M3022 アモキサピン ５０ｍｇ１カプセル アモキサンカプセル５０ｍｇ ファイザー 先発品 20.30
内用薬 1179002F1017 アミトリプチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アミトリプチリン塩酸塩錠 9.60
内用薬 1179002F2013 アミトリプチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 アミトリプチリン塩酸塩錠 9.60
内用薬 1179004F1024 ノルトリプチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ノリトレン錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 5.60
内用薬 1179004F2039 ノルトリプチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ノリトレン錠２５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 10.40
内用薬 1179005F1053 ヒドロキシジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アタラックス錠１０ｍｇ ファイザー 5.80
内用薬 1179005F2025 ヒドロキシジン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アタラックス錠２５ｍｇ ファイザー 8.30
内用薬 1179006B1030 ピパンペロン塩酸塩 １０％１ｇ プロピタン散１０％ サンノーバ 26.50
内用薬 1179006F1031 ピパンペロン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 プロピタン錠５０ｍｇ サンノーバ 13.70
内用薬 1179008F1022 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ルジオミール錠１０ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 10.40
内用薬 1179008F1030 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 クロンモリン錠１０ｍｇ 高田製薬 後発品 5.90 R1.9.30まで
内用薬 1179008F1081 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179008F1090 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 5.90 H30.12.14収載

内用薬 1179008F2029 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ルジオミール錠２５ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 20.90
内用薬 1179008F2037 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 クロンモリン錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 12.70 R1.9.30まで
内用薬 1179008F2070 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 12.70

内用薬 1179008F2088 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 12.70 H30.12.14収載

内用薬 1179008F3033 マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 クロンモリン錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 25.70 R1.9.30まで
内用薬 1179008F3068 マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 25.70 R2.3.31まで

内用薬 1179008F3076 マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩錠５０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 25.70 H30.12.14収載

内用薬 1179009F1035 メチルフェニデート塩酸
塩

１０ｍｇ１錠 リタリン錠１０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

9.10

内用薬 1179009G1022 メチルフェニデート塩酸
塩

１８ｍｇ１錠 コンサータ錠１８ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 337.80

内用薬 1179009G2029 メチルフェニデート塩酸
塩

２７ｍｇ１錠 コンサータ錠２７ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 374.30

内用薬 1179009G3025 メチルフェニデート塩酸
塩

３６ｍｇ１錠 コンサータ錠３６ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 402.60

内用薬 1179011B1030 オキシペルチン １０％１ｇ ホーリット散１０％ アルフレッサ
ファーマ

先発品 58.30

内用薬 1179011F1024 オキシペルチン ２０ｍｇ１錠 ホーリット錠２０ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

先発品 13.50

内用薬 1179011F2020 オキシペルチン ４０ｍｇ１錠 ホーリット錠４０ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

先発品 24.10

内用薬 1179012D1036 クロチアゼパム １０％１ｇ リーゼ顆粒１０％ 田辺三菱製薬 先発品 98.90
内用薬 1179012F1118 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 局 リーゼ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 6.30
内用薬 1179012F1134 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 局 クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 1179012F1150 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60
内用薬 1179012F1169 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 局 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 1179012F1177 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 局 クロチアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1179012F2033 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 局 リーゼ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 10.90
内用薬 1179012F2050 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 局 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.10
内用薬 1179012F2084 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.10
内用薬 1179012F2092 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 局 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.10
内用薬 1179012F2106 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 局 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 8.10

内用薬 1179015F1030 スピペロン ０．２５ｍｇ１錠 スピロピタン錠０．２５ｍｇ サンノーバ 先発品 6.00
内用薬 1179015F2029 スピペロン １ｍｇ１錠 スピロピタン錠１ｍｇ サンノーバ 先発品 17.00
内用薬 1179016F1094 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ（ＴＹＫ） 武田テバ薬品 後発品 6.30
内用薬 1179016F1124 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠１００ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 15.60
内用薬 1179016F1159 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179016F1175 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 アビリット錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 15.80
内用薬 1179016F1183 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 1179016F1191 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30
内用薬 1179016F2066 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ（ＴＹＫ） 武田テバ薬品 後発品 7.90
内用薬 1179016F2090 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠２００ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 19.80
内用薬 1179016F2120 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.90
内用薬 1179016F2147 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 アビリット錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 19.80
内用薬 1179016F2155 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.90
内用薬 1179016F2163 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 スルピリド錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.90
内用薬 1179017F1048 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠１００「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 5.80
内用薬 1179017F1056 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 リーマス錠１００ 大正製薬 先発品 ○ 11.50
内用薬 1179017F1064 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.80
内用薬 1179017F1072 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「フジナ

ガ」
藤永製薬 後発品 8.60

内用薬 1179017F2044 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 7.60
内用薬 1179017F2052 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リーマス錠２００ 大正製薬 先発品 ○ 18.80
内用薬 1179017F2060 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 7.60
内用薬 1179017F2079 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「フジナ

ガ」
藤永製薬 後発品 13.20

内用薬 1179019B1037 ヒドロキシジンパモ酸塩 １０％１ｇ アタラックス－Ｐ散１０％ ファイザー 24.70
内用薬 1179019F1071 ヒドロキシジンパモ酸塩 ２５ｍｇ１錠 ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ

「日新」
日新製薬（山
形）

後発品 5.60

内用薬 1179019M1046 ヒドロキシジンパモ酸塩 ２５ｍｇ１カプセル アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ファイザー 準先発品 ○ 5.80
内用薬 1179019M2034 ヒドロキシジンパモ酸塩 ５０ｍｇ１カプセル アタラックス－Ｐカプセル５０ｍｇ ファイザー 11.40
内用薬 1179019Q1030 ヒドロキシジンパモ酸塩 ０．５％１ｍＬ アタラックス－Ｐシロップ０．５％ ファイザー 2.70
内用薬 1179019R1035 ヒドロキシジンパモ酸塩 ２．５％１ｇ アタラックス－Ｐドライシロップ２．

５％
ファイザー 11.40

内用薬 1179020C1019 ハロペリドール １％１ｇ ハロペリドール１％細粒 後発品 7.40
内用薬 1179020C1191 ハロペリドール １％１ｇ 局 セレネース細粒１％ 大日本住友製薬 準先発品 ○ 43.00
内用薬 1179020C1230 ハロペリドール １％１ｇ 局 ハロステン細粒１％ 高田製薬 後発品 13.50 R1.9.30まで
内用薬 1179020C1299 ハロペリドール １％１ｇ 局 ハロペリドール細粒１％「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 後発品 13.50
内用薬 1179020C1302 ハロペリドール １％１ｇ 局 ハロペリドール細粒１％「タカタ」 高田製薬 後発品 13.50 H30.12.14収載
内用薬 1179020F1210 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 セレネース錠０．７５ｍｇ 大日本住友製薬 準先発品 ○ 7.80
内用薬 1179020F1244 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 5.90

内用薬 1179020F1252 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 5.90

内用薬 1179020F1260 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシ
トミ」

田辺三菱製薬 後発品 5.90

内用薬 1179020F2038 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 セレネース錠１ｍｇ 大日本住友製薬 準先発品 ○ 7.80
内用薬 1179020F2046 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロステン錠１ｍｇ 高田製薬 後発品 6.00 R1.9.30まで
内用薬 1179020F2100 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1179020F2119 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 6.00
内用薬 1179020F2127 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 6.00 H30.12.14収載



内用薬 1179020F3255 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 セレネース錠１．５ｍｇ 大日本住友製薬 準先発品 ○ 9.40
内用薬 1179020F3280 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 6.00

内用薬 1179020F3298 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 6.00

内用薬 1179020F3301 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 6.00
内用薬 1179020F3310 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ヨシト

ミ」
田辺三菱製薬 後発品 6.00

内用薬 1179020F4030 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 ハロステン錠２ｍｇ 高田製薬 後発品 6.10 R1.9.30まで
内用薬 1179020F4073 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10
内用薬 1179020F4081 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠２ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 後発品 6.10
内用薬 1179020F4090 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 6.10 H30.12.14収載
内用薬 1179020F5037 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 セレネース錠３ｍｇ 大日本住友製薬 準先発品 ○ 9.90
内用薬 1179020F5142 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179020F5150 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠３ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 6.30
内用薬 1179020F5169 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠３ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 後発品 6.30
内用薬 1179020S1030 ハロペリドール ０．２％１ｍＬ セレネース内服液０．２％ 大日本住友製薬 19.90
内用薬 1179022C1034 ピモジド １％１ｇ オーラップ細粒１％ アステラス製薬 先発品 145.70
内用薬 1179022F1022 ピモジド １ｍｇ１錠 オーラップ錠１ｍｇ アステラス製薬 先発品 16.00
内用薬 1179022F2029 ピモジド ３ｍｇ１錠 オーラップ錠３ｍｇ アステラス製薬 先発品 41.60
内用薬 1179023F1035 ペモリン １０ｍｇ１錠 ベタナミン錠１０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 11.50
内用薬 1179023F2023 ペモリン ２５ｍｇ１錠 ベタナミン錠２５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 26.50
内用薬 1179023F3020 ペモリン ５０ｍｇ１錠 ベタナミン錠５０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 51.10
内用薬 1179024C1033 ゾテピン １０％１ｇ ロドピン細粒１０％ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 61.00
内用薬 1179024C1068 ゾテピン １０％１ｇ ロシゾピロン細粒１０％ 長生堂製薬 後発品 22.70 H31.3.31まで
内用薬 1179024C1076 ゾテピン １０％１ｇ セトウス細粒１０％ 高田製薬 後発品 39.60 R1.9.30まで
内用薬 1179024C1084 ゾテピン １０％１ｇ ゾテピン細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 22.70
内用薬 1179024C1092 ゾテピン １０％１ｇ ゾテピン細粒１０％「ヨシトミ」 長生堂製薬 後発品 22.70 H30.6.15収載
内用薬 1179024C1106 ゾテピン １０％１ｇ ゾテピン細粒１０％「タカタ」 高田製薬 後発品 39.60 H30.12.14収載
内用薬 1179024C2021 ゾテピン ５０％１ｇ ロドピン細粒５０％ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 248.00
内用薬 1179024C2030 ゾテピン ５０％１ｇ セトウス細粒５０％ 高田製薬 後発品 140.30 R1.9.30まで
内用薬 1179024C2056 ゾテピン ５０％１ｇ ロシゾピロン細粒５０％ 長生堂製薬 後発品 92.40 H31.3.31まで
内用薬 1179024C2064 ゾテピン ５０％１ｇ ゾテピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 92.40
内用薬 1179024C2072 ゾテピン ５０％１ｇ ゾテピン細粒５０％「ヨシトミ」 長生堂製薬 後発品 92.40 H30.6.15収載
内用薬 1179024C2080 ゾテピン ５０％１ｇ ゾテピン細粒５０％「タカタ」 高田製薬 後発品 140.30 H30.12.14収載
内用薬 1179024F1021 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 セトウス錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 11.50 R1.9.30まで
内用薬 1179024F1030 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロドピン錠２５ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 16.80
内用薬 1179024F1056 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠２５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 6.10 H31.3.31まで
内用薬 1179024F1072 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ゾテピン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.10
内用薬 1179024F1080 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ゾテピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」 長生堂製薬 後発品 6.10 H30.6.15収載
内用薬 1179024F1099 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ゾテピン錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 11.50 H30.12.14収載
内用薬 1179024F2028 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 セトウス錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 19.20 R1.9.30まで
内用薬 1179024F2036 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロドピン錠５０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 28.80
内用薬 1179024F2060 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 10.70 H31.3.31まで
内用薬 1179024F2079 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ゾテピン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 10.70
内用薬 1179024F2087 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ゾテピン錠５０ｍｇ「ヨシトミ」 長生堂製薬 後発品 10.70 H30.6.15収載
内用薬 1179024F2095 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ゾテピン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 19.20 H30.12.14収載
内用薬 1179024F3024 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ロドピン錠１００ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 54.30
内用薬 1179024F3032 ゾテピン １００ｍｇ１錠 セトウス錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 36.90 R1.9.30まで
内用薬 1179024F3059 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 19.60 H31.3.31まで
内用薬 1179024F3067 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ゾテピン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 19.60
内用薬 1179024F3075 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ゾテピン錠１００ｍｇ「ヨシトミ」 長生堂製薬 後発品 19.60 H30.6.15収載
内用薬 1179024F3083 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ゾテピン錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 36.90 H30.12.14収載
内用薬 1179025C1054 エチゾラム １％１ｇ 局 デパス細粒１％ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 59.80
内用薬 1179025C1070 エチゾラム １％１ｇ 局 エチゾラム細粒１％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 23.90
内用薬 1179025F1026 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デパス錠０．５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 9.00
内用薬 1179025F1093 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デゾラム錠０．５ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 6.30 R1.9.30まで
内用薬 1179025F1182 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 6.30
内用薬 1179025F1220 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.30
内用薬 1179025F1239 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 6.30
内用薬 1179025F1247 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179025F1255 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 6.30
内用薬 1179025F1263 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.30
内用薬 1179025F1271 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.30
内用薬 1179025F1280 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30
内用薬 1179025F1298 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.30
内用薬 1179025F1301 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.30
内用薬 1179025F1310 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 6.30

内用薬 1179025F1328 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 6.30
内用薬 1179025F1336 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「フジナガ」 藤永製薬 後発品 6.30
内用薬 1179025F1344 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 6.00
内用薬 1179025F1352 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「武田テバ」 武田テバ薬品 後発品 6.30 H30.12.14収載
内用薬 1179025F2022 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 デパス錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 11.30
内用薬 1179025F2073 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 デゾラム錠１ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 6.40 R1.9.30まで
内用薬 1179025F2170 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 6.40
内用薬 1179025F2189 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60
内用薬 1179025F2197 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 6.40
内用薬 1179025F2200 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.40
内用薬 1179025F2219 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.60
内用薬 1179025F2227 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.40
内用薬 1179025F2235 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 9.60
内用薬 1179025F2243 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.60
内用薬 1179025F2251 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.40
内用薬 1179025F2260 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.40
内用薬 1179025F2278 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 9.60

内用薬 1179025F2286 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 6.40
内用薬 1179025F2294 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「フジナガ」 藤永製薬 後発品 9.60
内用薬 1179025F2308 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 6.40
内用薬 1179025F2316 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「武田テバ」 武田テバ薬品 後発品 6.40 H30.12.14収載
内用薬 1179025F3029 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 デパス錠０．２５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 9.00
内用薬 1179025F3037 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.80
内用薬 1179025F3045 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 5.80

内用薬 1179025F3053 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.80
内用薬 1179025F3061 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.80
内用薬 1179025F3070 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 5.80
内用薬 1179025F3088 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 1179025F3096 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 5.80

内用薬 1179025F3100 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.80
内用薬 1179025F3118 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.80
内用薬 1179025F3126 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 5.80

内用薬 1179025F3134 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 1179025F3142 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80
内用薬 1179025F3150 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「フジナ

ガ」
藤永製薬 後発品 5.80

内用薬 1179025F3169 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 デゾラム錠０．２５ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 5.80 R1.9.30まで
内用薬 1179025F3177 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「クニヒ

ロ」
皇漢堂製薬 後発品 5.80

内用薬 1179025F3185 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 5.80 H30.12.14収載

内用薬 1179026C1040 チミペロン １％１ｇ トロペロン細粒１％ アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 112.30

内用薬 1179026C1067 チミペロン １％１ｇ チミペロン細粒１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 44.90
内用薬 1179026F1020 チミペロン ０．５ｍｇ１錠 トロペロン錠０．５ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 ○ 7.30

内用薬 1179026F1047 チミペロン ０．５ｍｇ１錠 チミペロン錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.80
内用薬 1179026F2027 チミペロン １ｍｇ１錠 トロペロン錠１ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 ○ 13.40

内用薬 1179026F2043 チミペロン １ｍｇ１錠 チミペロン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00
内用薬 1179026F3023 チミペロン ３ｍｇ１錠 トロペロン錠３ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 ○ 36.90

内用薬 1179026F3040 チミペロン ３ｍｇ１錠 チミペロン錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 16.70
内用薬 1179027F1025 ドスレピン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 プロチアデン錠２５ 科研製薬 先発品 11.70
内用薬 1179028C1066 ブロムペリドール １％１ｇ インプロメン細粒１％ ヤンセンファー

マ
先発品 ○ 81.10 R2.3.31まで

内用薬 1179028C1090 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール細粒１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 33.10
内用薬 1179028C1104 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 33.10
内用薬 1179028F1020 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 インプロメン錠１ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 ○ 8.90 R2.3.31まで



内用薬 1179028F1089 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 1179028F1097 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 1179028F2026 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 インプロメン錠３ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 ○ 23.80 R2.3.31まで

内用薬 1179028F2131 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.50
内用薬 1179028F2140 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.50
内用薬 1179028F3022 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 インプロメン錠６ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 ○ 44.30 R2.3.31まで

内用薬 1179028F3065 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠６ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 17.70
内用薬 1179028F3073 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠６ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.70
内用薬 1179030D1050 クロカプラミン塩酸塩水

和物
１０％１ｇ クロフェクトン顆粒１０％ 田辺三菱製薬 先発品 81.30

内用薬 1179030F1035 クロカプラミン塩酸塩水
和物

１０ｍｇ１錠 クロフェクトン錠１０ｍｇ 全星薬品工業 先発品 10.50

内用薬 1179030F2066 クロカプラミン塩酸塩水
和物

２５ｍｇ１錠 クロフェクトン錠２５ｍｇ 全星薬品工業 先発品 23.10

内用薬 1179030F3020 クロカプラミン塩酸塩水
和物

５０ｍｇ１錠 クロフェクトン錠５０ｍｇ 全星薬品工業 先発品 42.80

内用薬 1179032C1046 スルトプリド塩酸塩 ５０％１ｇ バルネチール細粒５０％ 共和薬品工業 先発品 ○ 71.30
内用薬 1179032C1054 スルトプリド塩酸塩 ５０％１ｇ スルトプリド塩酸塩細粒５０％「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 28.50

内用薬 1179032F1026 スルトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 バルネチール錠５０ 共和薬品工業 先発品 ○ 13.40
内用薬 1179032F1050 スルトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 スルトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1179032F1069 スルトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 スルトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ヨシ
トミ」

全星薬品工業 後発品 5.60

内用薬 1179032F2022 スルトプリド塩酸塩 １００ｍｇ１錠 バルネチール錠１００ 共和薬品工業 先発品 ○ 18.80
内用薬 1179032F2065 スルトプリド塩酸塩 １００ｍｇ１錠 スルトプリド塩酸塩錠１００ｍｇ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 7.50

内用薬 1179032F2073 スルトプリド塩酸塩 １００ｍｇ１錠 スルトプリド塩酸塩錠１００ｍｇ「ヨ
シトミ」

全星薬品工業 後発品 7.50

内用薬 1179032F3029 スルトプリド塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 バルネチール錠２００ 共和薬品工業 先発品 ○ 29.30
内用薬 1179032F3061 スルトプリド塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 スルトプリド塩酸塩錠２００ｍｇ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 11.70

内用薬 1179032F3070 スルトプリド塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 スルトプリド塩酸塩錠２００ｍｇ「ヨ
シトミ」

全星薬品工業 後発品 11.70

内用薬 1179033F1020 ミアンセリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 テトラミド錠１０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 14.50
内用薬 1179033F2027 ミアンセリン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 テトラミド錠３０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 40.40
内用薬 1179034F1050 セチプチリンマレイン酸

塩
１ｍｇ１錠 テシプール錠１ｍｇ 持田製薬 先発品 ○ 14.20

内用薬 1179034F1068 セチプチリンマレイン酸
塩

１ｍｇ１錠 セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 1179035D1029 モサプラミン塩酸塩 １０％１ｇ クレミン顆粒１０％ 田辺三菱製薬 先発品 137.70
内用薬 1179035F1020 モサプラミン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 クレミン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 15.80
内用薬 1179035F3022 モサプラミン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 クレミン錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 36.60
内用薬 1179035F4029 モサプラミン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 クレミン錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 70.30
内用薬 1179036F1024 ネモナプリド ３ｍｇ１錠 エミレース錠３ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 18.70
内用薬 1179036F2020 ネモナプリド １０ｍｇ１錠 エミレース錠１０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 56.60
内用薬 1179037F1029 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 レスリン錠２５ ＭＳＤ 先発品 ○ 15.00
内用薬 1179037F1037 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 デジレル錠２５ ファイザー 先発品 ○ 15.60
内用薬 1179037F1053 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 6.80

内用薬 1179037F2025 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 レスリン錠５０ ＭＳＤ 先発品 ○ 26.20
内用薬 1179037F2033 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 デジレル錠５０ ファイザー 先発品 ○ 27.10
内用薬 1179037F2050 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 11.70

内用薬 1179038C1027 リスペリドン １％１ｇ 局 リスパダール細粒１％ ヤンセンファー
マ

先発品 ○ 231.10

内用薬 1179038C1035 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 72.20
内用薬 1179038C1043 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 128.20
内用薬 1179038C1051 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 128.20
内用薬 1179038C1078 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 72.20
内用薬 1179038C1086 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 72.20
内用薬 1179038C1094 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 128.20
内用薬 1179038C1108 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 72.20 H31.3.31まで

内用薬 1179038C1116 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「トーワ」 東和薬品 後発品 72.20
内用薬 1179038C1124 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「日医工」 日医工 後発品 128.20
内用薬 1179038C1140 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 128.20
内用薬 1179038C1167 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「タカタ」 高田製薬 後発品 72.20
内用薬 1179038C1175 リスペリドン １％１ｇ 局 リスペリドン細粒１％「ファイザー」 ファイザー 後発品 72.20
内用薬 1179038F1015 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン１ｍｇ錠 後発品 9.90
内用薬 1179038F1023 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスパダール錠１ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 ○ 26.80

内用薬 1179038F1031 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 9.90
内用薬 1179038F1040 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 9.90
内用薬 1179038F1058 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.90
内用薬 1179038F1074 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.90
内用薬 1179038F1082 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.90
内用薬 1179038F1090 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.50
内用薬 1179038F1112 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 9.90 H31.3.31まで

内用薬 1179038F1120 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.50
内用薬 1179038F1147 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 14.50
内用薬 1179038F1163 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 9.90
内用薬 1179038F1171 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.90
内用薬 1179038F1198 リスペリドン １ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 9.90
内用薬 1179038F2011 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン２ｍｇ錠（１） 後発品 13.70
内用薬 1179038F2020 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスパダール錠２ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 ○ 46.70

内用薬 1179038F2046 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 25.70
内用薬 1179038F2054 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 14.70
内用薬 1179038F2089 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.70
内用薬 1179038F2097 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.70
内用薬 1179038F2119 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 14.70 H31.3.31まで

内用薬 1179038F2127 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 14.70
内用薬 1179038F2135 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.70
内用薬 1179038F2151 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 25.70
内用薬 1179038F2178 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 14.70
内用薬 1179038F2194 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 14.70
内用薬 1179038F3018 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン３ｍｇ錠 後発品 12.10
内用薬 1179038F3026 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスパダール錠３ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 ○ 60.20

内用薬 1179038F3034 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 20.20
内用薬 1179038F3042 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 38.00
内用薬 1179038F3050 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 20.20 H31.3.31まで

内用薬 1179038F3069 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 38.00
内用薬 1179038F3085 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 38.00
内用薬 1179038F3107 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 20.20
内用薬 1179038F3115 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３ｍｇ「ヨシトミ」 全星薬品工業 後発品 38.00
内用薬 1179038F3123 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 38.00
内用薬 1179038F3131 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 38.00
内用薬 1179038F3158 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.20
内用薬 1179038F3166 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 20.20
内用薬 1179038F3182 リスペリドン ３ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 20.20
内用薬 1179038F4022 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.90
内用薬 1179038F4049 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ヨシト

ミ」
全星薬品工業 後発品 9.90

内用薬 1179038F4057 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.90
内用薬 1179038F4065 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠０．５ｍｇ「クニヒ

ロ」
皇漢堂製薬 後発品 9.90

内用薬 1179038F4073 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠０．５「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 9.90
内用薬 1179038F4090 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 後発品 9.90

内用薬 1179038F5029 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 ○ 26.80

内用薬 1179038F5037 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.50
内用薬 1179038F5045 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.90
内用薬 1179038F5053 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 9.90
内用薬 1179038F5061 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 14.50
内用薬 1179038F5070 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシト

ミ」
全星薬品工業 後発品 14.50

内用薬 1179038F6017 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン２ｍｇ錠（２） 後発品 13.70
内用薬 1179038F6025 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスパダールＯＤ錠２ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 ○ 46.70



内用薬 1179038F6033 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.70
内用薬 1179038F6050 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 14.70
内用薬 1179038F6068 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 14.70
内用薬 1179038F6076 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「ヨシト

ミ」
全星薬品工業 後発品 25.70

内用薬 1179038F7021 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 ○ 14.70

内用薬 1179038F7030 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 9.90

内用薬 1179038F7048 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 1179038F7056 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 1179038F7064 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 9.90

内用薬 1179038F7072 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「ヨシ
トミ」

全星薬品工業 後発品 9.90

内用薬 1179038F8028 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 20.20
内用薬 1179038F8036 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 38.00
内用薬 1179038F8044 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 38.00
内用薬 1179038F8052 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 20.20
内用薬 1179038F8060 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「ヨシト

ミ」
全星薬品工業 後発品 38.00

内用薬 1179038S1021 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 局 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ ヤンセンファー
マ

先発品 ○ 74.70

内用薬 1179038S1030 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 局 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 31.60

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

同仁医薬化工 後発品 49.70

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

高田製薬 後発品 31.60

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

東和薬品 後発品 49.70

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

小林化工 後発品 31.60

内用薬 1179038S2044 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ
１包

局 リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 22.20

内用薬 1179038S2052 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ
１包

局 リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 22.20

内用薬 1179038S2060 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ
１包

局 リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包
「ファイザー」

ファイザー 後発品 22.20

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

共和薬品工業 後発品 49.70

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

日医工 後発品 49.70

内用薬 1179038S3067 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 局 リスペリドン内用液１ｍｇ分包「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 49.70

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

共和薬品工業 後発品 62.50

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

日医工 後発品 62.50

内用薬 1179038S4063 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 局 リスペリドン内用液２ｍｇ分包「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 62.50

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

共和薬品工業 後発品 88.60

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

日医工 後発品 88.60

内用薬 1179038S5051 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 局 リスペリドン内用液３ｍｇ分包「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 88.60

内用薬 1179039F1028 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 デプロメール錠２５ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 ○ 31.20

内用薬 1179039F1036 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 ルボックス錠２５ アッヴィ 先発品 ○ 31.50

内用薬 1179039F1044 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 12.90

内用薬 1179039F1052 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「ＥＭＥＣ」

エルメッド 後発品 12.90

内用薬 1179039F1060 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 12.90

内用薬 1179039F1079 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「ＪＧ」

大興製薬 後発品 16.20

内用薬 1179039F1087 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 12.90

内用薬 1179039F1095 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 16.20 R2.3.31まで

内用薬 1179039F1109 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 16.20

内用薬 1179039F1117 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 12.90

内用薬 1179039F1125 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 16.20

内用薬 1179039F1141 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 16.20

内用薬 1179039F1150 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 16.20

内用薬 1179039F1168 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 12.90

内用薬 1179039F1184 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 16.20

内用薬 1179039F1192 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 12.90

内用薬 1179039F1206 フルボキサミンマレイン
酸塩

２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍ
ｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 12.90

内用薬 1179039F2024 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 デプロメール錠５０ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 ○ 53.90

内用薬 1179039F2032 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 ルボックス錠５０ アッヴィ 先発品 ○ 53.70

内用薬 1179039F2040 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 23.60

内用薬 1179039F2059 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「ＥＭＥＣ」

エルメッド 後発品 23.60

内用薬 1179039F2067 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 23.60

内用薬 1179039F2075 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「ＪＧ」

大興製薬 後発品 23.60

内用薬 1179039F2083 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 23.60

内用薬 1179039F2091 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 29.30 R2.3.31まで

内用薬 1179039F2105 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 23.60

内用薬 1179039F2113 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 23.60

内用薬 1179039F2121 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 23.60

内用薬 1179039F2148 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 23.60

内用薬 1179039F2156 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 23.60

内用薬 1179039F2164 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 23.60

内用薬 1179039F2180 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 29.30

内用薬 1179039F2199 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 23.60

内用薬 1179039F2202 フルボキサミンマレイン
酸塩

５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍ
ｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 23.60

内用薬 1179039F3020 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 デプロメール錠７５ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 ○ 74.30

内用薬 1179039F3039 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 ルボックス錠７５ アッヴィ 先発品 ○ 73.60

内用薬 1179039F3047 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 39.10

内用薬 1179039F3055 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＥＭＥＣ」

エルメッド 後発品 30.90

内用薬 1179039F3063 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 30.90

内用薬 1179039F3071 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＪＧ」

大興製薬 後発品 39.10

内用薬 1179039F3080 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 30.90

内用薬 1179039F3098 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 39.10 R2.3.31まで



内用薬 1179039F3101 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 30.90

内用薬 1179039F3110 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 30.90

内用薬 1179039F3128 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 39.10

内用薬 1179039F3144 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 39.10

内用薬 1179039F3152 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 39.10

内用薬 1179039F3160 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 30.90

内用薬 1179039F3187 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 39.10

内用薬 1179039F3195 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 39.10

内用薬 1179039F3209 フルボキサミンマレイン
酸塩

７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍ
ｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 39.10

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

アルフレッサ
ファーマ

後発品 11.40

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

日本ジェネリッ
ク

後発品 11.40

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

ニプロ 後発品 11.40

内用薬 1179040F1071 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 11.40

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

共和薬品工業 後発品 11.40

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

沢井製薬 後発品 11.40

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

武田テバファー
マ

後発品 11.40 R2.3.31まで

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

東和薬品 後発品 11.40

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

日医工 後発品 11.40

内用薬 1179040F1136 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 トレドミン錠１５ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 18.80
内用薬 1179040F1144 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 11.40 H31.3.31まで

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

アルフレッサ
ファーマ

後発品 16.40

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

日本ジェネリッ
ク

後発品 16.40

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

ニプロ 後発品 12.30

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

武田テバ薬品 後発品 16.40

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

共和薬品工業 後発品 16.40

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

沢井製薬 後発品 16.40

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

武田テバファー
マ

後発品 16.40 R2.3.31まで

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

東和薬品 後発品 16.40

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

日医工 後発品 16.40

内用薬 1179040F2132 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 トレドミン錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 27.00
内用薬 1179040F2140 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 16.40 H31.3.31まで

内用薬 1179040F3023 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 トレドミン錠１２．５ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 15.90
内用薬 1179040F3031 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ

「アメル」
共和薬品工業 後発品 10.50

内用薬 1179040F3040 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 10.50

内用薬 1179040F3058 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 10.50

内用薬 1179040F3066 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ
「ＡＦＰ」

アルフレッサ
ファーマ

後発品 10.50

内用薬 1179040F3074 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 10.50

内用薬 1179040F3082 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ
「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 10.50

内用薬 1179040F3090 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 10.50 H31.3.31まで

内用薬 1179040F3104 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 10.50

内用薬 1179040F3112 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 10.50 R2.3.31まで

内用薬 1179040F3120 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 10.50

内用薬 1179040F4020 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 トレドミン錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 45.60
内用薬 1179040F4038 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 26.60

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

アルフレッサ
ファーマ

後発品 26.60

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

武田テバ薬品 後発品 26.60

内用薬 1179040F4062 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 26.60

内用薬 1179040F4070 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 26.60

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

日本ジェネリッ
ク

後発品 26.60

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

ニプロ 後発品 26.60

内用薬 1179040F4100 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「タ
イヨー」

武田テバファー
マ

後発品 26.60 R2.3.31まで

内用薬 1179040F4119 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 26.60

内用薬 1179040F4127 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 26.60 H31.3.31まで

内用薬 1179041F1017 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩１０ｍｇ錠 後発品 23.60

内用薬 1179041F1025 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パキシル錠１０ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 ○ 82.80

内用薬 1179041F1033 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 30.20

内用薬 1179041F1041 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 30.20

内用薬 1179041F1050 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 30.20

内用薬 1179041F1068 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 30.20

内用薬 1179041F1076 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 30.20 H31.3.31まで

内用薬 1179041F1084 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 30.20

内用薬 1179041F1122 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＯＧ」 日本薬品工業 後発品 30.20 R2.3.31まで

内用薬 1179041F1130 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 30.20

内用薬 1179041F1149 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 44.20

内用薬 1179041F1165 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 30.20

内用薬 1179041F1173 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 30.20

内用薬 1179041F1181 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 44.20

内用薬 1179041F1190 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 30.20

内用薬 1179041F1203 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 44.20

内用薬 1179041F1211 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.20

内用薬 1179041F1220 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 30.20

内用薬 1179041F1238 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 30.20

内用薬 1179041F1246 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 30.20

内用薬 1179041F1254 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 30.20

内用薬 1179041F1262 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 30.20



内用薬 1179041F1270 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 30.20

内用薬 1179041F1289 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 30.20

内用薬 1179041F1300 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 30.20

内用薬 1179041F1327 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 30.20

内用薬 1179041F1335 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「アスペン」 アスペンジャパ
ン

後発品 30.20

内用薬 1179041F1351 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 30.20 R1.6.14収載

内用薬 1179041F2013 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩２０ｍｇ錠 後発品 41.00

内用薬 1179041F2021 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パキシル錠２０ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 ○ 143.90

内用薬 1179041F2030 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 53.70

内用薬 1179041F2048 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 53.70

内用薬 1179041F2056 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 53.70

内用薬 1179041F2064 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 53.70

内用薬 1179041F2072 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 53.70 H31.3.31まで

内用薬 1179041F2080 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 53.70

内用薬 1179041F2099 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 53.70

内用薬 1179041F2145 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 77.30

内用薬 1179041F2161 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 53.70

内用薬 1179041F2170 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 53.70

内用薬 1179041F2188 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 77.30

内用薬 1179041F2196 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 53.70

内用薬 1179041F2200 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 77.30

内用薬 1179041F2218 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 53.70

内用薬 1179041F2226 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 53.70

内用薬 1179041F2234 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 53.70

内用薬 1179041F2242 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 53.70

内用薬 1179041F2250 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 53.70

内用薬 1179041F2269 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 53.70

内用薬 1179041F2277 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 53.70

内用薬 1179041F2285 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 53.70

内用薬 1179041F2307 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 53.70

内用薬 1179041F2323 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 53.70

内用薬 1179041F3010 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩５ｍｇ錠 後発品 12.60

内用薬 1179041F3028 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パキシル錠５ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 ○ 47.00

内用薬 1179041F3036 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 18.90

内用薬 1179041F3052 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 18.90

内用薬 1179041F3060 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 18.90 H31.3.31まで

内用薬 1179041F3079 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 18.90

内用薬 1179041F3095 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 18.90

内用薬 1179041F3109 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 18.90

内用薬 1179041F3125 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 18.90

内用薬 1179041F3133 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 18.90

内用薬 1179041F3141 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 23.70

内用薬 1179041F3150 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 18.90

内用薬 1179041F3168 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 18.90

内用薬 1179041F3176 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 18.90

内用薬 1179041F3184 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 18.90

内用薬 1179041F3192 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 18.90

内用薬 1179041F3206 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 18.90

内用薬 1179041F3214 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 18.90

内用薬 1179041F3222 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 18.90

内用薬 1179041F3230 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 18.90

内用薬 1179041F3257 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 18.90

内用薬 1179041F3265 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 18.90

内用薬 1179041F3290 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 23.70

内用薬 1179041F3311 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 18.90

内用薬 1179041F4024 パロキセチン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 30.20

内用薬 1179041F5020 パロキセチン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 53.70

内用薬 1179041F6027 パロキセチン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 18.90

内用薬 1179041G1020 パロキセチン塩酸塩水和
物

１２．５ｍｇ１錠 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 83.20

内用薬 1179041G2027 パロキセチン塩酸塩水和
物

２５ｍｇ１錠 パキシルＣＲ錠２５ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 144.10

内用薬 1179041G3023 パロキセチン塩酸塩水和
物

６．２５ｍｇ１錠 パキシルＣＲ錠６．２５ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 48.00 H30.12.14収載

内用薬 1179042C1023 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 セロクエル細粒５０％ アステラス製薬 先発品 ○ 584.10
内用薬 1179042C1031 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「ＥＥ」 高田製薬 後発品 215.70
内用薬 1179042C1040 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 215.70
内用薬 1179042C1058 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 299.20
内用薬 1179042C1066 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「三和」 シオノケミカル 後発品 215.70
内用薬 1179042C1074 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 215.70

内用薬 1179042C1082 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「トーワ」 東和薬品 後発品 215.70
内用薬 1179042C1090 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「ヨシトミ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 215.70

内用薬 1179042C1104 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 215.70
内用薬 1179042C1112 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 215.70

内用薬 1179042C2020 クエチアピンフマル酸塩 １０％１ｇ 局 クエチアピン細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 54.40
内用薬 1179042F1011 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩２５ｍｇ錠 後発品 9.90
内用薬 1179042F1020 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 セロクエル２５ｍｇ錠 アステラス製薬 先発品 ○ 34.70
内用薬 1179042F1038 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 12.10
内用薬 1179042F1046 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス

ファ
後発品 12.10



内用薬 1179042F1054 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 12.10
内用薬 1179042F1062 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 12.10

内用薬 1179042F1070 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 12.10

内用薬 1179042F1089 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 12.10
内用薬 1179042F1100 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 12.10
内用薬 1179042F1119 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.10
内用薬 1179042F1135 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 12.10
内用薬 1179042F1143 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 12.10
内用薬 1179042F1151 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 12.10
内用薬 1179042F1160 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.10
内用薬 1179042F1178 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 12.10

内用薬 1179042F1186 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 12.10

内用薬 1179042F1194 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 12.10

内用薬 1179042F1208 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 12.10

内用薬 1179042F2018 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩１００ｍｇ錠 後発品 25.70
内用薬 1179042F2026 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 セロクエル１００ｍｇ錠 アステラス製薬 先発品 ○ 117.50
内用薬 1179042F2034 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 39.80
内用薬 1179042F2042 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 39.80

内用薬 1179042F2050 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 39.80
内用薬 1179042F2069 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 39.80

内用薬 1179042F2077 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 39.80

内用薬 1179042F2085 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 39.80

内用薬 1179042F2107 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.80
内用薬 1179042F2115 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 39.80
内用薬 1179042F2131 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 39.80
内用薬 1179042F2140 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 39.80
内用薬 1179042F2158 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.80
内用薬 1179042F2174 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 39.80

内用薬 1179042F2182 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 39.80

内用薬 1179042F2190 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 39.80

内用薬 1179042F2204 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ヨシト
ミ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 39.80

内用薬 1179042F3014 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩２００ｍｇ錠 後発品 60.70
内用薬 1179042F3022 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 セロクエル２００ｍｇ錠 アステラス製薬 先発品 ○ 218.60
内用薬 1179042F3049 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 75.40

内用薬 1179042F3057 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 75.40
内用薬 1179042F3073 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 75.40

内用薬 1179042F3081 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 75.40

内用薬 1179042F3111 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 75.40
内用薬 1179042F3138 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 75.40
内用薬 1179042F3146 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 75.40
内用薬 1179042F3154 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 75.40
内用薬 1179042F3170 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 75.40

内用薬 1179042F3189 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 75.40

内用薬 1179042F3197 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 75.40

内用薬 1179042F3200 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「ヨシト
ミ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 75.40

内用薬 1179042F4029 クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 9.90

内用薬 1179042F4037 クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 9.90

内用薬 1179042F4045 クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 9.90

内用薬 1179042F5025 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 後発品 23.20
内用薬 1179042F5033 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 23.20
内用薬 1179042F5041 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 23.20
内用薬 1179042F5050 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠５０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 23.20
内用薬 1179042F5068 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠５０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 23.20

内用薬 1179042G1025 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 69.50
内用薬 1179042G2021 クエチアピンフマル酸塩 １５０ｍｇ１錠 ビプレッソ徐放錠１５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 183.80
内用薬 1179043F1032 ペロスピロン塩酸塩水和

物
４ｍｇ１錠 ルーラン錠４ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 16.30

内用薬 1179043F1040 ペロスピロン塩酸塩水和
物

４ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 9.00

内用薬 1179043F2039 ペロスピロン塩酸塩水和
物

８ｍｇ１錠 ルーラン錠８ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 30.60

内用薬 1179043F2047 ペロスピロン塩酸塩水和
物

８ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 16.80

内用薬 1179043F3027 ペロスピロン塩酸塩水和
物

１６ｍｇ１錠 ルーラン錠１６ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 56.00

内用薬 1179043F3035 ペロスピロン塩酸塩水和
物

１６ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠１６ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 30.30

内用薬 1179044C1014 オランザピン １％１ｇ オランザピン１％細粒 後発品 93.20
内用薬 1179044C1022 オランザピン １％１ｇ ジプレキサ細粒１％ 日本イーライリ

リー
先発品 ○ 342.30

内用薬 1179044C1030 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 127.00

内用薬 1179044C1057 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 127.00
内用薬 1179044C1065 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 127.00
内用薬 1179044C1073 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「トーワ」 東和薬品 後発品 127.00
内用薬 1179044C1081 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「日医工」 日医工 後発品 127.00
内用薬 1179044C1103 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 127.00
内用薬 1179044C1111 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 127.00

内用薬 1179044C1120 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「ヨシトミ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 127.00

内用薬 1179044C1146 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「タカタ」 高田製薬 後発品 127.00
内用薬 1179044F1010 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン２．５ｍｇ錠（１） 後発品 24.90
内用薬 1179044F1029 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 ジプレキサ錠２．５ｍｇ 日本イーライリ

リー
先発品 ○ 98.30

内用薬 1179044F1096 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン錠２．５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 32.10

内用薬 1179044F1118 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 32.10
内用薬 1179044F1126 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン錠２．５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 32.10
内用薬 1179044F1134 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン錠２．５ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 32.10

内用薬 1179044F1142 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.10
内用薬 1179044F1193 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 32.10

内用薬 1179044F2017 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン５ｍｇ錠（１） 後発品 45.20
内用薬 1179044F2025 オランザピン ５ｍｇ１錠 ジプレキサ錠５ｍｇ 日本イーライリ

リー
先発品 ○ 183.40

内用薬 1179044F2033 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 59.30

内用薬 1179044F2114 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 59.30
内用薬 1179044F2122 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン錠５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 59.30
内用薬 1179044F2130 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 59.30

内用薬 1179044F2149 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 59.30
内用薬 1179044F2165 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 59.30

内用薬 1179044F2190 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 59.30



内用薬 1179044F3013 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピン１０ｍｇ錠（１） 後発品 85.90
内用薬 1179044F3021 オランザピン １０ｍｇ１錠 ジプレキサ錠１０ｍｇ 日本イーライリ

リー
先発品 ○ 345.80

内用薬 1179044F3030 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 112.60

内用薬 1179044F3099 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 112.60
内用薬 1179044F3110 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 112.60
内用薬 1179044F3129 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピン錠１０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 112.60
内用薬 1179044F3137 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピン錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 112.60

内用薬 1179044F3145 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 112.60
内用薬 1179044F3196 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 112.60

内用薬 1179044F4010 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン５ｍｇ錠（２） 後発品 45.20
内用薬 1179044F4028 オランザピン ５ｍｇ１錠 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ 日本イーライリ

リー
先発品 ○ 183.40

内用薬 1179044F4036 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 59.30

内用薬 1179044F4052 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 59.30
内用薬 1179044F4095 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 59.30

内用薬 1179044F4109 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 59.30
内用薬 1179044F4141 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 59.30

内用薬 1179044F5016 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピン１０ｍｇ錠（２） 後発品 85.90
内用薬 1179044F5024 オランザピン １０ｍｇ１錠 ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ 日本イーライリ

リー
先発品 ○ 345.80

内用薬 1179044F5032 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 112.60

内用薬 1179044F5059 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 112.60

内用薬 1179044F5105 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 112.60

内用薬 1179044F5156 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「ヨシト
ミ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 112.60

内用薬 1179044F6012 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン２．５ｍｇ錠（２） 後発品 24.90
内用薬 1179044F6020 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ 日本イーライリ

リー
先発品 ○ 98.30

内用薬 1179044F6039 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 32.10

内用薬 1179044F6098 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 32.10

内用薬 1179044F6101 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 32.10

内用薬 1179044F6128 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 32.10

内用薬 1179044F7027 オランザピン １．２５ｍｇ１錠 オランザピン錠１．２５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 15.30

内用薬 1179044F8023 オランザピン ２０ｍｇ１錠 オランザピン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 130.70
内用薬 1179044F8031 オランザピン ２０ｍｇ１錠 オランザピン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 130.70
内用薬 1179044F8040 オランザピン ２０ｍｇ１錠 オランザピン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 130.70
内用薬 1179044F9020 オランザピン １．２５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠１．２５ｍｇ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 15.30

内用薬 1179045B1013 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール１％散 後発品 35.10
内用薬 1179045B1021 アリピプラゾール １％１ｇ エビリファイ散１％ 大塚製薬 先発品 ○ 136.40
内用薬 1179045B1030 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール散１％「アメル」 共和薬品工業 後発品 49.80
内用薬 1179045B1048 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール散１％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 49.80
内用薬 1179045B1056 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール散１％「トーワ」 東和薬品 後発品 49.80
内用薬 1179045B1080 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール散１％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 49.80

内用薬 1179045B1099 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール散１％「ヨシトミ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 49.80

内用薬 1179045C1027 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール細粒１％「タカタ」 高田製薬 後発品 49.80
内用薬 1179045F1015 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール３ｍｇ錠（１） 後発品 15.70
内用薬 1179045F1023 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 エビリファイ錠３ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 66.90
内用薬 1179045F1031 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 21.70

内用薬 1179045F1074 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 21.70
内用薬 1179045F1082 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 21.70
内用薬 1179045F1090 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 21.70
内用薬 1179045F1120 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 21.70

内用薬 1179045F2011 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール６ｍｇ錠（１） 後発品 29.80
内用薬 1179045F2020 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 エビリファイ錠６ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 127.30
内用薬 1179045F2038 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 42.20

内用薬 1179045F2089 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 42.20
内用薬 1179045F2097 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 42.20
内用薬 1179045F2127 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 42.20

内用薬 1179045F3018 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾール１２ｍｇ錠（１） 後発品 55.50
内用薬 1179045F3026 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 エビリファイ錠１２ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 241.10
内用薬 1179045F3093 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 80.00

内用薬 1179045F3123 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 80.00

内用薬 1179045F4014 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール３ｍｇ錠（２） 後発品 15.70
内用薬 1179045F4022 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 エビリファイＯＤ錠３ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 66.90
内用薬 1179045F4030 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリッ
ク

後発品 21.70

内用薬 1179045F4081 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファー
マ

後発品 21.70

内用薬 1179045F4090 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 21.70

内用薬 1179045F4120 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 21.70

内用薬 1179045F5010 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール６ｍｇ錠（２） 後発品 29.80
内用薬 1179045F5029 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 エビリファイＯＤ錠６ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 127.30
内用薬 1179045F5037 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリッ
ク

後発品 42.20

内用薬 1179045F5070 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 42.20

内用薬 1179045F5088 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファー
マ

後発品 42.20

内用薬 1179045F5096 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 42.20

内用薬 1179045F5126 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 42.20

内用薬 1179045F6017 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾール１２ｍｇ錠（２） 後発品 55.50
内用薬 1179045F6025 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 241.10
内用薬 1179045F6033 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリッ
ク

後発品 80.00

内用薬 1179045F6084 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「武
田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 80.00

内用薬 1179045F6092 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 80.00

内用薬 1179045F6122 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 80.00

内用薬 1179045F7013 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 アリピプラゾール２４ｍｇ錠（２） 後発品 108.50
内用薬 1179045F7021 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 499.20
内用薬 1179045F7129 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「明

治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 150.30

内用薬 1179045F8028 アリピプラゾール １ｍｇ１錠 エビリファイ錠１ｍｇ 大塚製薬 先発品 29.50
内用薬 1179045F9016 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 アリピプラゾール２４ｍｇ錠（１） 後発品 108.50
内用薬 1179045F9067 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠２４ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 150.30

内用薬 1179045S1021 アリピプラゾール ０．１％１ｍＬ エビリファイ内用液０．１％ 大塚製薬 先発品 66.60
内用薬 1179045S2028 アリピプラゾール ０．１％３ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液分包３ｍｇ

「武田テバ」
武田テバファー
マ

後発品 73.90



内用薬 1179045S2036 アリピプラゾール ０．１％３ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液分包３ｍｇ
「ニプロ」

ニプロ 後発品 73.90

内用薬 1179045S2044 アリピプラゾール ０．１％３ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液分包３ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 73.90

内用薬 1179045S2052 アリピプラゾール ０．１％３ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液３ｍｇ分包
「サワイ」

沢井製薬 後発品 73.90

内用薬 1179045S2060 アリピプラゾール ０．１％３ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液３ｍｇ分包
「タカタ」

高田製薬 後発品 73.90

内用薬 1179045S2079 アリピプラゾール ０．１％３ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液３ｍｇ分包
「トーワ」

東和薬品 後発品 73.90

内用薬 1179045S3024 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液分包６ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 143.20

内用薬 1179045S3032 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液分包６ｍｇ
「ニプロ」

ニプロ 後発品 143.20

内用薬 1179045S3040 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液分包６ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 143.20

内用薬 1179045S3059 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液６ｍｇ分包
「サワイ」

沢井製薬 後発品 143.20

内用薬 1179045S3067 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液６ｍｇ分包
「タカタ」

高田製薬 後発品 143.20

内用薬 1179045S3075 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液６ｍｇ分包
「トーワ」

東和薬品 後発品 143.20

内用薬 1179045S4020 アリピプラゾール ０．１％１２ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液分包１２ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 287.20

内用薬 1179045S4039 アリピプラゾール ０．１％１２ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液分包１２ｍｇ
「ニプロ」

ニプロ 後発品 287.20

内用薬 1179045S4047 アリピプラゾール ０．１％１２ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液分包１２ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 287.20

内用薬 1179045S4055 アリピプラゾール ０．１％１２ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液１２ｍｇ分包
「サワイ」

沢井製薬 後発品 287.20

内用薬 1179045S4063 アリピプラゾール ０．１％１２ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液１２ｍｇ分包
「タカタ」

高田製薬 後発品 287.20

内用薬 1179045S4071 アリピプラゾール ０．１％１２ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液１２ｍｇ分包
「トーワ」

東和薬品 後発品 287.20

内用薬 1179046F1010 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン２５ｍｇ錠 後発品 22.90
内用薬 1179046F1028 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 85.30
内用薬 1179046F1036 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス

ファ
後発品 29.90

内用薬 1179046F1044 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 29.90

内用薬 1179046F1052 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 29.90
内用薬 1179046F1060 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 29.90
内用薬 1179046F1087 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 29.90
内用薬 1179046F1109 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 29.90
内用薬 1179046F1117 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 29.90
内用薬 1179046F1125 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 29.90
内用薬 1179046F1133 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 29.90
内用薬 1179046F1141 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 29.90
内用薬 1179046F1150 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 29.90

内用薬 1179046F1168 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 29.90
内用薬 1179046F1176 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 29.90
内用薬 1179046F1184 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 29.90
内用薬 1179046F1206 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 29.90

内用薬 1179046F2016 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン５０ｍｇ錠 後発品 39.20
内用薬 1179046F2024 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠５０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 147.00
内用薬 1179046F2032 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス

ファ
後発品 52.10

内用薬 1179046F2040 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 52.10

内用薬 1179046F2059 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 52.10
内用薬 1179046F2067 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 52.10
内用薬 1179046F2083 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 52.10
内用薬 1179046F2105 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 52.10
内用薬 1179046F2113 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 52.10
内用薬 1179046F2130 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 52.10
内用薬 1179046F2148 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 52.10
内用薬 1179046F2156 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 52.10

内用薬 1179046F2164 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 52.10
内用薬 1179046F2172 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 52.10
内用薬 1179046F2180 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 52.10
内用薬 1179046F2202 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 52.10

内用薬 1179046F3012 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 塩酸セルトラリン１００ｍｇ錠 後発品 69.60
内用薬 1179046F3020 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠１００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 255.20
内用薬 1179046F3047 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 90.20
内用薬 1179046F3055 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 90.20
内用薬 1179046F3071 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 90.20

内用薬 1179046F3080 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 90.20

内用薬 1179046F3098 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 90.20

内用薬 1179046F3101 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 90.20
内用薬 1179046F3110 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 90.20
内用薬 1179046F3128 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 90.20

内用薬 1179046F3136 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 90.20

内用薬 1179046F3144 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 90.20
内用薬 1179046F3160 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 90.20

内用薬 1179046F3187 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 90.20
内用薬 1179046F3195 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 90.20
内用薬 1179046F3209 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 90.20
内用薬 1179046F4027 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 85.30
内用薬 1179046F4035 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 29.90

内用薬 1179046F4043 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 29.90

内用薬 1179046F5023 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 ジェイゾロフトＯＤ錠５０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 147.00
内用薬 1179046F5031 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠５０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 52.10

内用薬 1179046F5040 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 52.10

内用薬 1179046F6020 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 ジェイゾロフトＯＤ錠１００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 255.20
内用薬 1179046F6038 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠１００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 90.20

内用薬 1179047F1022 モダフィニル １００ｍｇ１錠 モディオダール錠１００ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

先発品 403.10

内用薬 1179048B1025 ブロナンセリン ２％１ｇ ロナセン散２％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 678.90
内用薬 1179048B1033 ブロナンセリン ２％１ｇ ブロナンセリン散２％「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプ

ロモ
後発品 278.00 R1.6.14収載

内用薬 1179048B1041 ブロナンセリン ２％１ｇ ブロナンセリン散２％「アメル」 共和薬品工業 後発品 278.00 R1.6.14収載
内用薬 1179048F1027 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ロナセン錠２ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 75.00
内用薬 1179048F1035 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス

ファ
後発品 30.50 R1.6.14収載

内用薬 1179048F1043 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプ
ロモ

後発品 30.50 R1.6.14収載

内用薬 1179048F1051 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 30.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F1060 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 30.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F1078 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 30.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F1086 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F1094 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 30.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F1108 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 30.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F1116 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 30.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F1124 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 30.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F2023 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ロナセン錠４ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 140.70
内用薬 1179048F2031 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス

ファ
後発品 57.00 R1.6.14収載

内用薬 1179048F2040 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプ
ロモ

後発品 57.00 R1.6.14収載



内用薬 1179048F2058 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 57.00 R1.6.14収載
内用薬 1179048F2066 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 57.00 R1.6.14収載
内用薬 1179048F2074 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 57.00 R1.6.14収載
内用薬 1179048F2082 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 57.00 R1.6.14収載
内用薬 1179048F2090 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 57.00 R1.6.14収載
内用薬 1179048F2104 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 57.00 R1.6.14収載
内用薬 1179048F2112 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 57.00 R1.6.14収載
内用薬 1179048F2120 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 57.00 R1.6.14収載
内用薬 1179048F3020 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ロナセン錠８ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 262.90
内用薬 1179048F3038 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス

ファ
後発品 106.50 R1.6.14収載

内用薬 1179048F3046 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプ
ロモ

後発品 106.50 R1.6.14収載

内用薬 1179048F3054 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 106.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F3062 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 106.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F3070 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 106.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F3089 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 106.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F3097 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 106.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F3100 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 106.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F3119 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 106.50 R1.6.14収載
内用薬 1179048F3127 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 106.50 R1.6.14収載
内用薬 1179049F1021 クロザピン ２５ｍｇ１錠 クロザリル錠２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 87.70

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

先発品 309.20

内用薬 1179050F1024 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ジェイドルフ製
薬

後発品 108.50 H30.12.14収載

内用薬 1179050F1032 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 108.50 H30.12.14収載
内用薬 1179050F1040 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 108.50 H30.12.14収載
内用薬 1179050F1059 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 108.50 H30.12.14収載
内用薬 1179050F2020 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
ジェイドルフ製
薬

後発品 129.30 H30.12.14収載

内用薬 1179050F2039 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 129.30 H30.12.14収載
内用薬 1179050F2047 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 129.30 H30.12.14収載
内用薬 1179050F2055 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠１０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 129.30 H30.12.14収載
内用薬 1179050F3027 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠２５ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
ジェイドルフ製
薬

後発品 163.00 H30.12.14収載

内用薬 1179050F3035 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 163.00 H30.12.14収載
内用薬 1179050F3043 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 163.00 H30.12.14収載
内用薬 1179050F3051 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠２５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 163.00 H30.12.14収載
内用薬 1179050F4023 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠４０ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
ジェイドルフ製
薬

後発品 183.60 H30.12.14収載

内用薬 1179050F4031 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠４０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 183.60 H30.12.14収載
内用薬 1179050F4040 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 183.60 H30.12.14収載
内用薬 1179050F4058 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠４０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 183.60 H30.12.14収載
内用薬 1179050M1023 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル ストラテラカプセル５ｍｇ 日本イーライリ

リー
先発品 ○ 272.50

内用薬 1179050M1031 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 108.50 H30.12.14収載

内用薬 1179050M1040 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 108.50 H30.12.14収載

内用薬 1179050M1058 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル５ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 108.50 H30.12.14収載

内用薬 1179050M1066 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 108.50 R1.6.14収載

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

先発品 ○ 324.70

内用薬 1179050M2038 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 129.30 H30.12.14収載

内用薬 1179050M2046 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 129.30 H30.12.14収載

内用薬 1179050M2054 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル１０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 129.30 H30.12.14収載

内用薬 1179050M2062 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 129.30 R1.6.14収載

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

先発品 ○ 409.50

内用薬 1179050M3034 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 163.00 H30.12.14収載

内用薬 1179050M3042 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 163.00 H30.12.14収載

内用薬 1179050M3050 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル２５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 163.00 H30.12.14収載

内用薬 1179050M3069 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 163.00 R1.6.14収載

内用薬 1179050M4022 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ストラテラカプセル４０ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 ○ 461.20

内用薬 1179050M4030 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 183.60 H30.12.14収載

内用薬 1179050M4049 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 183.60 H30.12.14収載

内用薬 1179050M4057 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル４０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 183.60 H30.12.14収載

内用薬 1179050M4065 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 183.60 R1.6.14収載

内用薬 1179050S1022 アトモキセチン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ ストラテラ内用液０．４％ 日本イーライリ
リー

先発品 ○ 209.20

内用薬 1179050S1030 アトモキセチン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ アトモキセチン内用液０．４％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 84.00 H30.12.14収載

内用薬 1179050S1049 アトモキセチン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ アトモキセチン内用液０．４％「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 84.00 H30.12.14収載

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

先発品 ○ 159.80

内用薬 1179051F1037 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 レメロン錠１５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 159.80
内用薬 1179051F1045 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 51.50 H30.12.14収載
内用薬 1179051F1053 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 51.50 H30.12.14収載
内用薬 1179051F1061 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 51.50 H30.12.14収載
内用薬 1179051F1070 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 51.50 H30.12.14収載
内用薬 1179051F1088 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 51.50 H30.12.14収載
内用薬 1179051F1096 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「共創未来」 共創未来ファー

マ
後発品 51.50 H30.12.14収載

内用薬 1179051F1100 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 51.50 H30.12.14収載

内用薬 1179051F1118 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 51.50 H30.12.14収載
内用薬 1179051F1126 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 51.50 H30.12.14収載
内用薬 1179051F1134 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー

マ
後発品 51.50 H30.12.14収載

内用薬 1179051F1142 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 51.50 H30.12.14収載
内用薬 1179051F1150 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 51.50 H30.12.14収載
内用薬 1179051F1169 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 51.50 H30.12.14収載

内用薬 1179051F1177 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 51.50 H30.12.14収載
内用薬 1179051F1185 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ファイ

ザー」
ダイト 後発品 51.50 H30.12.14収載

内用薬 1179051F1193 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「フェルゼ
ン」

フェルゼン
ファーマ

後発品 51.50 H30.12.14収載

内用薬 1179051F1207 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」 大蔵製薬 後発品 51.50 H30.12.14収載
内用薬 1179051F2025 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 リフレックス錠３０ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 ○ 264.30

内用薬 1179051F2033 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 レメロン錠３０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 264.30
内用薬 1179051F2041 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 85.20 H30.12.14収載
内用薬 1179051F2050 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 85.20 H30.12.14収載
内用薬 1179051F2068 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 85.20 H30.12.14収載
内用薬 1179051F2076 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 85.20 H30.12.14収載
内用薬 1179051F2084 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 85.20 H30.12.14収載
内用薬 1179051F2092 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「共創未来」 共創未来ファー

マ
後発品 85.20 H30.12.14収載

内用薬 1179051F2106 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 85.20 H30.12.14収載

内用薬 1179051F2114 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 85.20 H30.12.14収載
内用薬 1179051F2122 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 85.20 H30.12.14収載
内用薬 1179051F2130 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー

マ
後発品 85.20 H30.12.14収載

内用薬 1179051F2149 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 85.20 H30.12.14収載
内用薬 1179051F2157 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 85.20 H30.12.14収載
内用薬 1179051F2165 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 85.20 H30.12.14収載

内用薬 1179051F2173 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 85.20 H30.12.14収載



内用薬 1179051F2181 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ファイ
ザー」

ダイト 後発品 85.20 H30.12.14収載

内用薬 1179051F2190 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「フェルゼ
ン」

フェルゼン
ファーマ

後発品 85.20 H30.12.14収載

内用薬 1179051F2203 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「明治」 大蔵製薬 後発品 85.20 H30.12.14収載
内用薬 1179051F3021 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
ジェイドルフ製
薬

後発品 51.50 H30.12.14収載

内用薬 1179051F3030 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 51.50 H30.12.14収載

内用薬 1179051F3048 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 51.50 H30.12.14収載

内用薬 1179051F3056 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 51.50 H30.12.14収載

内用薬 1179051F3064 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 51.50 H30.12.14収載

内用薬 1179051F4028 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

ジェイドルフ製
薬

後発品 85.20 H30.12.14収載

内用薬 1179051F4036 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 85.20 H30.12.14収載

内用薬 1179051F4044 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 85.20 H30.12.14収載

内用薬 1179051F4052 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 85.20 H30.12.14収載

内用薬 1179051F4060 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 85.20 H30.12.14収載

内用薬 1179052M1022 デュロキセチン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル サインバルタカプセル２０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 148.50
内用薬 1179052M2029 デュロキセチン塩酸塩 ３０ｍｇ１カプセル サインバルタカプセル３０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 201.40
内用薬 1179053G1023 パリペリドン ３ｍｇ１錠 インヴェガ錠３ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 253.20

内用薬 1179053G2020 パリペリドン ６ｍｇ１錠 インヴェガ錠６ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 465.70

内用薬 1179053G3026 パリペリドン ９ｍｇ１錠 インヴェガ錠９ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 590.40

内用薬 1179054F1022 エスシタロプラムシュウ
酸塩

１０ｍｇ１錠 レクサプロ錠１０ｍｇ 持田製薬 先発品 202.30

内用薬 1179054F2029 エスシタロプラムシュウ
酸塩

２０ｍｇ１錠 レクサプロ錠２０ｍｇ 持田製薬 先発品 303.50 R1.5.29収載

内用薬 1179055N1021 ベンラファキシン塩酸塩 ３７．５ｍｇ１カプ
セル

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍ
ｇ

ファイザー 先発品 148.90

内用薬 1179055N2028 ベンラファキシン塩酸塩 ７５ｍｇ１カプセル イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ ファイザー 先発品 250.20
内用薬 1179056F1021 アセナピンマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 シクレスト舌下錠５ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 264.30

内用薬 1179056F2028 アセナピンマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 シクレスト舌下錠１０ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 396.80

内用薬 1179057G1021 グアンファシン塩酸塩 １ｍｇ１錠 インチュニブ錠１ｍｇ 塩野義製薬 先発品 407.20
内用薬 1179057G2028 グアンファシン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 インチュニブ錠３ｍｇ 塩野義製薬 先発品 537.50
内用薬 1179058F1020 ブレクスピプラゾール １ｍｇ１錠 レキサルティ錠１ｍｇ 大塚製薬 先発品 268.90 H30.4.18収載
内用薬 1179058F2027 ブレクスピプラゾール ２ｍｇ１錠 レキサルティ錠２ｍｇ 大塚製薬 先発品 509.20 H30.4.18収載
内用薬 1179059M1024 リスデキサンフェタミン

メシル酸塩
２０ｍｇ１カプセル ビバンセカプセル２０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 674.80 R1.5.22収載

内用薬 1179059M2020 リスデキサンフェタミン
メシル酸塩

３０ｍｇ１カプセル ビバンセカプセル３０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 747.70 R1.5.22収載

内用薬 1180101D1037 非ピリン系感冒剤 １ｇ 小児用ペレックス配合顆粒 大鵬薬品工業 6.20
内用薬 1180105D1035 非ピリン系感冒剤 １ｇ ペレックス配合顆粒 大鵬薬品工業 6.20
内用薬 1180107D1107 非ピリン系感冒剤 １ｇ サラザック配合顆粒 武田テバファー

マ
後発品 6.20

内用薬 1180107D1115 非ピリン系感冒剤 １ｇ セラピナ配合顆粒 シオノケミカル 後発品 6.20
内用薬 1180107D1123 非ピリン系感冒剤 １ｇ トーワチーム配合顆粒 東和薬品 後発品 6.20
内用薬 1180107D1131 非ピリン系感冒剤 １ｇ ＰＬ配合顆粒 シオノギファー

マ
準先発品 ○ 6.40

内用薬 1180107D1158 非ピリン系感冒剤 １ｇ マリキナ配合顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 1180108D1039 非ピリン系感冒剤 １ｇ 幼児用ＰＬ配合顆粒 シオノギファー

マ
6.40

内用薬 1180109F1034 非ピリン系感冒剤 １錠 ピーエイ配合錠 全星薬品工業 後発品 4.60
内用薬 1190004C1025 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ グラマリール細粒１０％ アステラス製薬 先発品 ○ 39.40
内用薬 1190004C1106 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.90
内用薬 1190004C1114 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド細粒１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 14.90
内用薬 1190004C1122 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 14.90
内用薬 1190004F1021 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 グラマリール錠２５ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 19.50
内用薬 1190004F1145 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.80
内用薬 1190004F1153 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 7.80

内用薬 1190004F1161 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 7.80

内用薬 1190004F1170 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアプリド錠２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 7.80
内用薬 1190004F1188 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアプリド錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 7.80
内用薬 1190004F1196 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 チアプリド錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 7.80

内用薬 1190004F2028 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 グラマリール錠５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 24.80
内用薬 1190004F2133 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90
内用薬 1190004F2141 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 9.90

内用薬 1190004F2150 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアプリド錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 9.90

内用薬 1190004F2168 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアプリド錠５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 9.90
内用薬 1190004F2176 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアプリド錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90
内用薬 1190004F2184 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 チアプリド錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 9.90

内用薬 1190008F1020 マジンドール ０．５ｍｇ１錠 サノレックス錠０．５ｍｇ 富士フイルム富
山化学

先発品 188.60

内用薬 1190010F1027 テルグリド ０．５ｍｇ１錠 テルロン錠０．５ バイエル薬品 先発品 ○ 121.00
内用薬 1190010F1035 テルグリド ０．５ｍｇ１錠 テルグリド錠０．５「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 81.70
内用薬 1190011F1021 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルテック錠５０ サノフィ 先発品 ○ 1,456.30
内用薬 1190011F1030 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 後発品 707.10
内用薬 1190011F1048 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 707.10

内用薬 1190012C1020 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 局 アリセプト細粒０．５％ エーザイ 先発品 ○ 255.10
内用薬 1190012C1038 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 局 ドネペジル塩酸塩細粒０．５％「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 102.30

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

沢井製薬 後発品 102.30

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

日医工 後発品 102.30

内用薬 1190012F1018 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩３ｍｇ錠（１） 後発品 51.00
内用薬 1190012F1026 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 アリセプト錠３ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 180.60
内用薬 1190012F1034 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 71.40 R2.3.31まで
内用薬 1190012F1042 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 71.40

内用薬 1190012F1050 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 71.40
内用薬 1190012F1069 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 71.40

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

後発品 71.40

内用薬 1190012F1085 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 71.40
内用薬 1190012F1093 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 71.40
内用薬 1190012F1115 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 71.40
内用薬 1190012F1123 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 71.40
内用薬 1190012F1131 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 71.40

内用薬 1190012F1140 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 93.10
内用薬 1190012F1158 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 71.40

内用薬 1190012F1166 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 93.10

内用薬 1190012F1182 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 71.40
内用薬 1190012F1190 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 71.40
内用薬 1190012F1212 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 71.40
内用薬 1190012F1220 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 71.40

内用薬 1190012F1239 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 71.40
内用薬 1190012F1247 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 71.40
内用薬 1190012F1255 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 71.40

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

後発品 71.40

内用薬 1190012F1280 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 71.40
内用薬 1190012F1301 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 71.40



内用薬 1190012F1310 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 71.40

内用薬 1190012F2014 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩５ｍｇ錠（１） 後発品 73.90
内用薬 1190012F2022 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アリセプト錠５ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 265.40
内用薬 1190012F2030 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 104.80 R2.3.31まで
内用薬 1190012F2049 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 104.80

内用薬 1190012F2057 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 後発品 104.80
内用薬 1190012F2065 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 104.80

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

後発品 104.80

内用薬 1190012F2090 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 138.10
内用薬 1190012F2103 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 138.10
内用薬 1190012F2111 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 104.80
内用薬 1190012F2120 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 104.80
内用薬 1190012F2138 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 104.80

内用薬 1190012F2146 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 138.10
内用薬 1190012F2154 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 104.80

内用薬 1190012F2162 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 138.10

内用薬 1190012F2189 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 104.80
内用薬 1190012F2197 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 104.80
内用薬 1190012F2219 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 104.80
内用薬 1190012F2227 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 104.80

内用薬 1190012F2235 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 104.80
内用薬 1190012F2243 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 104.80
内用薬 1190012F2251 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 104.80

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

後発品 104.80

内用薬 1190012F2308 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 104.80
内用薬 1190012F2316 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 104.80

内用薬 1190012F3010 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩３ｍｇ錠（２） 後発品 51.00
内用薬 1190012F3029 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠３ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 180.60
内用薬 1190012F3037 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳ

Ｐ」
大日本住友製薬 後発品 71.40

内用薬 1190012F3045 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 71.40

内用薬 1190012F3053 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 71.40

内用薬 1190012F3088 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 93.10

内用薬 1190012F3096 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 71.40

内用薬 1190012F3100 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 71.40

内用薬 1190012F3118 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 71.40

内用薬 1190012F3126 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「科
研」

シオノケミカル 後発品 93.10

内用薬 1190012F3134 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 71.40

内用薬 1190012F3142 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 93.10

内用薬 1190012F3169 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 71.40

内用薬 1190012F3185 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 71.40

内用薬 1190012F3193 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 71.40

内用薬 1190012F3207 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 71.40

内用薬 1190012F3215 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 71.40

内用薬 1190012F3223 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 93.10

内用薬 1190012F3240 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 71.40

内用薬 1190012F3258 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「モチ
ダ」

ダイト 後発品 71.40

内用薬 1190012F3266 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム３ｍｇ
「ＥＥ」

救急薬品工業 後発品 71.40

内用薬 1190012F3274 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 71.40

内用薬 1190012F3282 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 後発品 71.40

内用薬 1190012F3290 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 71.40

内用薬 1190012F3304 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 後発品 71.40

内用薬 1190012F3320 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 71.40

内用薬 1190012F4017 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩５ｍｇ錠（２） 後発品 73.90
内用薬 1190012F4025 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠５ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 265.40
内用薬 1190012F4033 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳ

Ｐ」
大日本住友製薬 後発品 104.80

内用薬 1190012F4041 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 104.80

内用薬 1190012F4050 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 104.80

内用薬 1190012F4068 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 104.80

内用薬 1190012F4084 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 138.10

内用薬 1190012F4092 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 138.10

内用薬 1190012F4106 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 104.80

内用薬 1190012F4114 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 104.80

内用薬 1190012F4122 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「科
研」

シオノケミカル 後発品 138.10

内用薬 1190012F4130 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 104.80

内用薬 1190012F4149 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 104.80

内用薬 1190012F4165 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 104.80

内用薬 1190012F4181 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 104.80

内用薬 1190012F4190 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 104.80

内用薬 1190012F4203 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 104.80

内用薬 1190012F4211 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 104.80

内用薬 1190012F4220 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 104.80

内用薬 1190012F4246 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 104.80

内用薬 1190012F4254 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「モチ
ダ」

ダイト 後発品 104.80

内用薬 1190012F4262 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ
「ＥＥ」

救急薬品工業 後発品 138.10

内用薬 1190012F4270 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 104.80

内用薬 1190012F4289 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 後発品 104.80

内用薬 1190012F4297 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 104.80

内用薬 1190012F4300 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 後発品 104.80

内用薬 1190012F4327 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 104.80

内用薬 1190012F5013 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩１０ｍｇ錠（１） 後発品 135.50
内用薬 1190012F5021 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アリセプト錠１０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 473.30



内用薬 1190012F5048 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 242.80

内用薬 1190012F5056 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳ
Ｐ」

大日本住友製薬 後発品 177.70

内用薬 1190012F5064 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 177.70

内用薬 1190012F5072 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 177.70

内用薬 1190012F5080 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 177.70
内用薬 1190012F5099 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ

Ｉ」
日本薬品工業 後発品 177.70

内用薬 1190012F5102 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 177.70

内用薬 1190012F5129 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 後発品 177.70

内用薬 1190012F5137 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 177.70
内用薬 1190012F5153 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 242.80

内用薬 1190012F5161 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 242.80
内用薬 1190012F5170 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 177.70

内用薬 1190012F5188 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 242.80

内用薬 1190012F5196 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 177.70

内用薬 1190012F5200 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 177.70

内用薬 1190012F5218 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 177.70

内用薬 1190012F5226 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 177.70

内用薬 1190012F5234 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 177.70

内用薬 1190012F5242 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 177.70

内用薬 1190012F5250 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 242.80

内用薬 1190012F5269 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 177.70

内用薬 1190012F6010 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩１０ｍｇ錠（２） 後発品 135.50
内用薬 1190012F6028 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠１０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 473.30
内用薬 1190012F6036 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｄ

ＳＥＰ」
第一三共エス
ファ

後発品 177.70

内用薬 1190012F6044 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｄ
ＳＰ」

大日本住友製薬 後発品 177.70

内用薬 1190012F6052 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 177.70

内用薬 1190012F6060 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 177.70

内用薬 1190012F6079 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 242.80

内用薬 1190012F6095 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 後発品 177.70

内用薬 1190012F6109 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 242.80

内用薬 1190012F6117 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 177.70

内用薬 1190012F6125 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 242.80

内用薬 1190012F6133 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 177.70

内用薬 1190012F6141 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 177.70

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

大原薬品工業 後発品 242.80

内用薬 1190012F6168 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「科
研」

シオノケミカル 後発品 242.80

内用薬 1190012F6176 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 177.70

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

日本ケミファ 後発品 242.80

内用薬 1190012F6192 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 177.70

内用薬 1190012F6214 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 177.70

内用薬 1190012F6222 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タ
ナベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 177.70

内用薬 1190012F6230 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 177.70

内用薬 1190012F6249 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 177.70

内用薬 1190012F6257 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 177.70

内用薬 1190012F6265 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 177.70

内用薬 1190012F6273 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 177.70

内用薬 1190012F6281 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「モ
チダ」

ダイト 後発品 177.70

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

救急薬品工業 後発品 242.80

内用薬 1190012Q1027 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー３ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 176.20
内用薬 1190012Q1035 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ

「ＮＰ」
ニプロ 後発品 115.70

内用薬 1190012Q1043 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 115.70

内用薬 1190012Q2023 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー５ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 272.80
内用薬 1190012Q2031 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ

「ＮＰ」
ニプロ 後発品 181.80

内用薬 1190012Q2040 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 181.80

内用薬 1190012Q3020 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー１０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 497.70
内用薬 1190012Q3038 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ

「ＮＰ」
ニプロ 後発品 208.60

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

日医工 後発品 314.30

内用薬 1190012R1022 ドネペジル塩酸塩 １％１ｇ アリセプトドライシロップ１％ エーザイ 先発品 500.80
内用薬 1190012S1024 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１

包
ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 61.60

内用薬 1190012S1032 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１
包

ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 115.70

内用薬 1190012S2020 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１
包

ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 181.80

内用薬 1190012S2039 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１
包

ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 181.80

内用薬 1190012S3027 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「タ
ナベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 208.60

内用薬 1190012S3035 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 208.60

内用薬 1190013S1037 ピラセタム ３３．３％１ｍＬ ミオカーム内服液　３３．３％ ユーシービー
ジャパン

先発品 27.40

内用薬 1190014F1033 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 セレジスト錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 973.50
内用薬 1190014F1041 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 495.70

内用薬 1190014F1050 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 476.20
内用薬 1190014F1068 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 495.70
内用薬 1190014F2021 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 セレジストＯＤ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 973.50
内用薬 1190014F2030 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 495.70
内用薬 1190014F2048 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 495.70

内用薬 1190014F2056 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 476.20
内用薬 1190014F2064 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 495.70
内用薬 1190015F1020 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 レミッチＯＤ錠２．５μｇ 東レ 先発品 ○ 1,340.90
内用薬 1190015F1038 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μ

ｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 549.50 H30.6.15収載

内用薬 1190015F1046 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μ
ｇ「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 549.50 H30.6.15収載

内用薬 1190015F1054 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 ナルフラフィン塩酸塩ＯＤフィルム
２．５μｇ「ニプロ」

ニプロ 後発品 549.50 H30.6.15収載

内用薬 1190015M1029 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセ レミッチカプセル２．５μｇ 東レ 先発品 ○ 1,340.90
内用薬 1190015M1037 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセ

ル
ノピコールカプセル２．５μｇ 東レ・メディカ

ル
先発品 ○ 1,342.50 H31.3.31まで



内用薬 1190015M1045 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセ
ル

ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５
μｇ「ＢＭＤ」

ビオメディクス 後発品 549.50 H30.6.15収載

内用薬 1190015M1053 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセ
ル

ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５
μｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 549.50 H30.6.15収載

内用薬 1190015M1061 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセ
ル

ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５
μｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 549.50 H30.6.15収載

内用薬 1190015M1070 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセ
ル

ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５
μｇ「キッセイ」

キッセイ薬品工
業

後発品 549.50 H30.6.15収載

内用薬 1190015M1088 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセ
ル

ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５
μｇ「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 549.50 H30.6.15収載

内用薬 1190015M1096 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセ
ル

ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５
μｇ「トーワ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 549.50 H30.6.15収載

内用薬 1190015M1100 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセ
ル

ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５
μｇ「日医工」

日医工 後発品 549.50 H30.6.15収載

内用薬 1190015M1118 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセ
ル

ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５
μｇ「ニプロ」

ニプロ 後発品 549.50 H30.6.15収載

内用薬 1190016F1024 ラメルテオン ８ｍｇ１錠 ロゼレム錠８ｍｇ 武田薬品工業 先発品 84.60
内用薬 1190017F1029 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 リリカＯＤ錠２５ｍｇ ファイザー 先発品 66.90
内用薬 1190017F2025 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 リリカＯＤ錠７５ｍｇ ファイザー 先発品 111.50
内用薬 1190017F3021 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 リリカＯＤ錠１５０ｍｇ ファイザー 先発品 153.40
内用薬 1190017M1028 プレガバリン ２５ｍｇ１カプセル リリカカプセル２５ｍｇ ファイザー 先発品 66.90
内用薬 1190017M2024 プレガバリン ７５ｍｇ１カプセル リリカカプセル７５ｍｇ ファイザー 先発品 111.50
内用薬 1190017M3020 プレガバリン １５０ｍｇ１カプセ リリカカプセル１５０ｍｇ ファイザー 先発品 153.40
内用薬 1190018F1023 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマリー錠５ｍｇ 第一三共 先発品 134.90
内用薬 1190018F2020 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマリー錠１０ｍｇ 第一三共 先発品 240.70
内用薬 1190018F3026 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマリー錠２０ｍｇ 第一三共 先発品 430.40
内用薬 1190018F4022 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマリーＯＤ錠５ｍｇ 第一三共 先発品 134.90
内用薬 1190018F5029 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマリーＯＤ錠１０ｍｇ 第一三共 先発品 240.70
内用薬 1190018F6025 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ 第一三共 先発品 430.40
内用薬 1190018R1020 メマンチン塩酸塩 ２％１ｇ メマリードライシロップ２％ 第一三共 先発品 406.10 H30.5.30収載
内用薬 1190019F1028 ガランタミン臭化水素酸

塩
４ｍｇ１錠 レミニール錠４ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 100.80

内用薬 1190019F2024 ガランタミン臭化水素酸
塩

８ｍｇ１錠 レミニール錠８ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 179.80

内用薬 1190019F3020 ガランタミン臭化水素酸
塩

１２ｍｇ１錠 レミニール錠１２ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 226.90

内用薬 1190019F4027 ガランタミン臭化水素酸
塩

４ｍｇ１錠 レミニールＯＤ錠４ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 100.80

内用薬 1190019F5023 ガランタミン臭化水素酸
塩

８ｍｇ１錠 レミニールＯＤ錠８ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 179.80

内用薬 1190019F6020 ガランタミン臭化水素酸
塩

１２ｍｇ１錠 レミニールＯＤ錠１２ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 226.90

内用薬 1190019S1026 ガランタミン臭化水素酸
塩

０．４％１ｍＬ レミニール内用液４ｍｇ／ｍＬ ヤンセンファー
マ

先発品 91.10

内用薬 1190020F1020 ガバペンチン　エナカル
ビル

３００ｍｇ１錠 レグナイト錠３００ｍｇ アステラス製薬 先発品 97.10

内用薬 1190021F1025 テトラベナジン １２．５ｍｇ１錠 コレアジン錠１２．５ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

先発品 395.90

内用薬 1190022H1020 アカンプロサートカルシ
ウム

３３３ｍｇ１錠 レグテクト錠３３３ｍｇ 日本新薬 先発品 49.40

内用薬 1190023F1024 スボレキサント １５ｍｇ１錠 ベルソムラ錠１５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 89.10
内用薬 1190023F2020 スボレキサント ２０ｍｇ１錠 ベルソムラ錠２０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 107.90
内用薬 1190023F3027 スボレキサント １０ｍｇ１錠 ベルソムラ錠１０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 68.00
内用薬 1190024M1028 フマル酸ジメチル １２０ｍｇ１カプセ

ル
テクフィデラカプセル１２０ｍｇ バイオジェン・

ジャパン
先発品 2,035.60

内用薬 1190024M2024 フマル酸ジメチル ２４０ｍｇ１カプセ
ル

テクフィデラカプセル２４０ｍｇ バイオジェン・
ジャパン

先発品 4,071.00

内用薬 1190025F1023 ナルメフェン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 セリンクロ錠１０ｍｇ 大塚製薬 先発品 296.40 H31.2.26収載

内用薬 1190026F1028 ミロガバリンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 タリージェ錠２．５ｍｇ 第一三共 先発品 78.00 H31.2.26収載
内用薬 1190026F2024 ミロガバリンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 タリージェ錠５ｍｇ 第一三共 先発品 107.70 H31.2.26収載
内用薬 1190026F3020 ミロガバリンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 タリージェ錠１０ｍｇ 第一三共 先発品 148.70 H31.2.26収載
内用薬 1190026F4027 ミロガバリンベシル酸塩 １５ｍｇ１錠 タリージェ錠１５ｍｇ 第一三共 先発品 179.60 H31.2.26収載
内用薬 1212001X1014 アミノ安息香酸エチル １ｇ 局 アミノ安息香酸エチル 7.90
内用薬 1212001X1170 アミノ安息香酸エチル １ｇ 局 アミノ安息香酸エチル原末「マルイ

シ」
丸石製薬 9.50 H31.3.31まで

内用薬 1214001Q1022 塩酸リドカイン ２％１ｇ メドカイン内用ゼリー２％ メドレックス 後発品 4.20
内用薬 1214001S1038 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ アネトカインビスカス２％ 小林化工 後発品 4.20
内用薬 1214001S1054 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ キシロカインビスカス２％ アスペンジャパ

ン
5.60

内用薬 1214001S1062 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 4.20

内用薬 1219002D1048 オキセサゼイン ５％１ｇ ストロカイン顆粒５％ サンノーバ 33.40
内用薬 1219002F1065 オキセサゼイン ５ｍｇ１錠 ストロカイン錠５ｍｇ サンノーバ 5.70
内用薬 1219003D1042 ピペリジノアセチルアミ

ノ安息香酸エチル
２０％１ｇ ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エ

チル顆粒２０％「日医工」
日医工ファーマ 後発品 6.20

内用薬 1219003F1043 ピペリジノアセチルアミ
ノ安息香酸エチル

１００ｍｇ１錠 スルカイン錠１００ｍｇ 日本新薬 5.60

内用薬 1219003F1060 ピペリジノアセチルアミ
ノ安息香酸エチル

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

日医工ファーマ 後発品 5.60

内用薬 1225001F1114 クロルフェネシンカルバ
ミン酸エステル

１２５ｍｇ１錠 局 リンラキサー錠１２５ｍｇ 大正製薬 先発品 ○ 9.90

内用薬 1225001F1149 クロルフェネシンカルバ
ミン酸エステル

１２５ｍｇ１錠 局 クロルフェネシンカルバミン酸エステ
ル錠１２５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 6.20

内用薬 1225001F1157 クロルフェネシンカルバ
ミン酸エステル

１２５ｍｇ１錠 局 クロルフェネシンカルバミン酸エステ
ル錠１２５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F1165 クロルフェネシンカルバ
ミン酸エステル

１２５ｍｇ１錠 局 クロルフェネシンカルバミン酸エステ
ル錠１２５ｍｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F2250 クロルフェネシンカルバ
ミン酸エステル

２５０ｍｇ１錠 局 リンラキサー錠２５０ｍｇ 大正製薬 先発品 ○ 14.00

内用薬 1225001F2277 クロルフェネシンカルバ
ミン酸エステル

２５０ｍｇ１錠 局 クロルフェネシンカルバミン酸エステ
ル錠２５０ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 6.20

内用薬 1225001F2285 クロルフェネシンカルバ
ミン酸エステル

２５０ｍｇ１錠 局 クロルフェネシンカルバミン酸エステ
ル錠２５０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 6.20

内用薬 1225001F2293 クロルフェネシンカルバ
ミン酸エステル

２５０ｍｇ１錠 局 クロルフェネシンカルバミン酸エステ
ル錠２５０ｍｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 1225003D1031 メトカルバモール ９０％１ｇ ロバキシン顆粒９０％ あすか製薬 15.90
内用薬 1229002M1036 ダントロレンナトリウム

水和物
２５ｍｇ１カプセル ダントリウムカプセル２５ｍｇ オーファンパシ

フィック
先発品 23.10

内用薬 1229003F2127 プリジノールメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ロキシーン錠４ｍｇ 東菱薬品工業 5.60 H31.3.31まで
内用薬 1231001F1030 アンベノニウム塩化物 １０ｍｇ１錠 マイテラーゼ錠１０ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
20.90

内用薬 1231004B1067 ベタネコール塩化物 ５％１ｇ ベサコリン散５％ サンノーバ 13.00
内用薬 1231008F1032 プロパンテリン臭化物 １５ｍｇ１錠 プロ・バンサイン錠１５ｍｇ ファイザー 先発品 10.30
内用薬 1231009F1088 メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠 トランコロン錠７．５ｍｇ アステラス製薬 5.60
内用薬 1231009F1100 メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠 メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ

「ツルハラ」
鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 1231010M1020 アクラトニウムナパジシ
ル酸塩

２５ｍｇ１カプセル アボビスカプセル２５ 富士フイルム富
山化学

先発品 5.70

内用薬 1231010M2027 アクラトニウムナパジシ
ル酸塩

５０ｍｇ１カプセル アボビスカプセル５０ 富士フイルム富
山化学

先発品 8.20

内用薬 1231013D1083 チキジウム臭化物 ２％１ｇ チキジウム臭化物顆粒２％「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 10.80

内用薬 1231013M1040 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チアトンカプセル５ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 8.10
内用薬 1231013M1083 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「ツ

ルハラ」
鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 1231013M1091 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 1231013M1105 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 1231013M2179 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チアトンカプセル１０ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 13.40
内用薬 1231013M2195 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ

「ツルハラ」
鶴原製薬 後発品 5.80

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

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 1231013M2217 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 1231014F1011 ジスチグミン臭化物 ５ｍｇ１錠 局 ジスチグミン臭化物錠 9.90
内用薬 1231014F1054 ジスチグミン臭化物 ５ｍｇ１錠 局 ウブレチド錠５ｍｇ 鳥居薬品 18.60
内用薬 1233001B1025 ネオスチグミン臭化物 ０．５％１ｇ ワゴスチグミン散（０．５％） 塩野義製薬 15.50
内用薬 1239003F1046 ピリドスチグミン臭化物 ６０ｍｇ１錠 メスチノン錠６０ｍｇ 共和薬品工業 先発品 23.00
内用薬 1239100D1031 ピペリジノアセチルアミ

ノ安息香酸エチル配合剤
２０％１ｇ スルカイン配合顆粒 日本新薬 8.20 H31.3.31まで

内用薬 1239101F1037 メペンゾラート臭化物・
フェノバルビタール

１錠 トランコロンＰ配合錠 アステラス製薬 5.60

内用薬 1242002F1330 ブチルスコポラミン臭化
物

１０ｍｇ１錠 ブスコパン錠１０ｍｇ サノフィ 準先発品 ○ 6.60

内用薬 1242002F1357 ブチルスコポラミン臭化
物

１０ｍｇ１錠 リラダン錠１０ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.40 H31.3.31まで

内用薬 1242002F1373 ブチルスコポラミン臭化
物

１０ｍｇ１錠 ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.40 H31.3.31まで



内用薬 1242002F1381 ブチルスコポラミン臭化
物

１０ｍｇ１錠 ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 1242002F1390 ブチルスコポラミン臭化
物

１０ｍｇ１錠 ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ
「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 5.40 R2.3.31まで

内用薬 1242003D1032 ブトロピウム臭化物 ２％１ｇ コリオパン顆粒２％ エーザイ 先発品 25.70
内用薬 1242003F2021 ブトロピウム臭化物 １０ｍｇ１錠 コリオパン錠１０ｍｇ エーザイ 先発品 14.70
内用薬 1242003M1040 ブトロピウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル コリオパンカプセル５ｍｇ エーザイ 先発品 8.60
内用薬 1242006F1096 Ｎ－メチルスコポラミン

メチル硫酸塩
１ｍｇ１錠 ダイピン錠１ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 7.00

内用薬 1242008X1058 アトロピン硫酸塩水和物 １ｇ 局 硫酸アトロピン「ホエイ」 マイラン製薬 1,719.80
内用薬 1243001X1010 パパベリン塩酸塩 １ｇ 局 パパベリン塩酸塩 41.00
内用薬 1243002B1166 パパベリン塩酸塩 １０％１ｇ 塩酸パパベリン散１０％「マルイシ」 丸石製薬 6.20 H31.3.31まで
内用薬 1249004F1080 ピペリドレート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ダクチル錠５０ｍｇ キッセイ薬品工

業
準先発品 ○ 6.70

内用薬 1249004F1098 ピペリドレート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ダクチラン錠５０ｍｇ 杏林製薬 後発品 6.10
内用薬 1249005C1037 チメピジウム臭化物水和

物
６％１ｇ セスデン細粒６％ 田辺三菱製薬 先発品 27.90

内用薬 1249005F1092 チメピジウム臭化物水和
物

３０ｍｇ１錠 ゼスン錠３０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 1249005F1122 チメピジウム臭化物水和
物

３０ｍｇ１錠 チメピジウム臭化物錠３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 1249005M1083 チメピジウム臭化物水和
物

３０ｍｇ１カプセル セスデンカプセル３０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 13.30

内用薬 1249006F1011 バクロフェン ５ｍｇ１錠 局 バクロフェン錠 15.60
内用薬 1249006F1020 バクロフェン ５ｍｇ１錠 局 ギャバロン錠５ｍｇ 第一三共 16.00
内用薬 1249006F2018 バクロフェン １０ｍｇ１錠 局 バクロフェン錠 26.40
内用薬 1249006F2026 バクロフェン １０ｍｇ１錠 局 ギャバロン錠１０ｍｇ 第一三共 26.90
内用薬 1249007F1032 フロプロピオン ４０ｍｇ１錠 コスパノン錠４０ｍｇ エーザイ 先発品 6.70
内用薬 1249007F2020 フロプロピオン ８０ｍｇ１錠 コスパノン錠８０ｍｇ エーザイ 先発品 10.90
内用薬 1249007M1252 フロプロピオン ４０ｍｇ１カプセル 局 コスパノンカプセル４０ｍｇ エーザイ 先発品 9.00
内用薬 1249008F1193 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アロストーワ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 7.20 H30.9.30まで
内用薬 1249008F1215 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アロフト錠２０ｍｇ ニプロＥＳ

ファーマ
先発品 ○ 18.00

内用薬 1249008F1240 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アフロクアロン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.20
内用薬 1249008F1258 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アフロクアロン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.20
内用薬 1249009D1030 エペリゾン塩酸塩 １０％１ｇ ミオナール顆粒１０％ エーザイ 先発品 39.90
内用薬 1249009F1023 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アチネス錠５０ あすか製薬 後発品 5.80 H31.3.31まで
内用薬 1249009F1031 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペソ錠５０ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.80
内用薬 1249009F1090 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミオナール錠５０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 14.50
内用薬 1249009F1317 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サンバゾン錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 5.80 R1.9.30まで
内用薬 1249009F1333 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミオナベース錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 5.80
内用薬 1249009F1341 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミオリラーク錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.80
内用薬 1249009F1392 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.80
内用薬 1249009F1406 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 5.80

内用薬 1249009F1414 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.80
内用薬 1249009F1422 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.80

内用薬 1249009F1430 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 5.80

内用薬 1249009F1449 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 1249009F1457 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 5.80

内用薬 1249009F1465 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.80

内用薬 1249009F1473 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 後発品 5.80 H30.6.15収載

内用薬 1249009F1481 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「旭化
成」

旭化成ファーマ 後発品 5.80 H30.12.14収載

内用薬 1249010D1025 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ テルネリン顆粒０．２％ サンファーマ 先発品 ○ 29.10
内用薬 1249010D1084 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ チザニジン顆粒０．２％「日医工」 日医工 後発品 11.60
内用薬 1249010F1026 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 テルネリン錠１ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 13.80
内用薬 1249010F1050 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ギボンズ錠１ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.80 H31.3.31まで

内用薬 1249010F1107 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザネリン錠１ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 5.80 R2.3.31まで
内用薬 1249010F1123 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 モトナリン錠１ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.80
内用薬 1249010F1247 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.80
内用薬 1249010F1255 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.80
内用薬 1249010F1263 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80
内用薬 1249010F1271 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.80
内用薬 1249010F1298 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 5.80

内用薬 1249010F1301 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 1249010F1310 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 1249010F1328 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.80 H30.6.15収載

内用薬 1249351B1010 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散 6.90
内用薬 1249351B1052 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 1249351B1117 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散〈ハチ〉 東洋製薬化成 9.50
内用薬 1249351B1141 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散「ホエイ」 マイラン製薬 7.20
内用薬 1249351B1192 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散「ニッコー」 日興製薬 7.20
内用薬 1249351B1230 ロートエキス １ｇ 局 ロートエキス散「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
7.50

内用薬 1290001M1022 タファミジスメグルミン ２０ｍｇ１カプセル ビンダケルカプセル２０ｍｇ ファイザー 先発品 57,171.70
内用薬 1319004F1035 ヘレニエン ５ｍｇ１錠 アダプチノール錠５ｍｇ バイエル薬品 42.30
内用薬 1329100F1031 ニコチン酸アミド・パパ

ベリン塩酸塩
１錠 ストミンＡ配合錠 ゾンネボード製

薬
5.60

内用薬 1331001F1010 ジメンヒドリナート ５０ｍｇ１錠 局 ジメンヒドリナート錠 11.20
内用薬 1339001N1039 ｄｌ－イソプレナリン塩

酸塩
７．５ｍｇ１カプセ
ル

イソメニールカプセル７．５ｍｇ 科研製薬 先発品 11.10

内用薬 1339002D1038 ジフェニドール塩酸塩 １０％１ｇ セファドール顆粒１０％ 日本新薬 先発品 38.90
内用薬 1339002F1411 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 6.20

内用薬 1339002F1420 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 シュランダー錠２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 1339002F1438 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セファドール錠２５ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 11.70
内用薬 1339002F1462 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ

ＹＫ」
武田テバ薬品 後発品 5.60 R2.3.31まで

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

武田テバファー
マ

後発品 5.60

内用薬 1339002F1497 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

大興製薬 後発品 5.60

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

日医工 後発品 5.60

内用薬 1339002F1519 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 1339002F1527 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 1339005F1296 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 メリスロン錠６ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 8.50
内用薬 1339005F1326 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 デアノサート錠６ｍｇ コーアイセイ 後発品 6.00 H30.9.30まで
内用薬 1339005F1407 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「Ｔ

ＣＫ」
辰巳化学 後発品 6.00

内用薬 1339005F1415 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 6.00

内用薬 1339005F1423 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 6.00

内用薬 1339005F1431 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「Ｃ
ＥＯ」

セオリアファー
マ

後発品 6.00

内用薬 1339005F1440 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「Ｔ
ＳＵ」

鶴原製薬 後発品 6.00

内用薬 1339005F1458 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 6.00 R2.3.31まで

内用薬 1339005F1466 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「Ｊ
Ｄ」

ジェイドルフ製
薬

後発品 6.00

内用薬 1339005F1474 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「イ
セイ」

コーアイセイ 後発品 6.00

内用薬 1339005F2128 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 メリスロン錠１２ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 11.00
内用薬 1339005F2144 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 デアノサート錠１２ｍｇ コーアイセイ 後発品 6.30 H30.9.30まで
内用薬 1339005F2160 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ

「ＴＣＫ」
辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 1339005F2179 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ
「ＴＳＵ」

鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 1339005F2187 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ
「テバ」

武田テバ薬品 後発品 6.30

内用薬 1339005F2195 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 6.30

内用薬 1339005F2217 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファー
マ

後発品 6.30

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

東和薬品 後発品 6.30 R2.3.31まで



内用薬 1339005F2233 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ
「ＪＤ」

ジェイドルフ製
薬

後発品 6.30

内用薬 1339005F2241 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ
「イセイ」

コーアイセイ 後発品 6.30

内用薬 1339100F1038 ジフェンヒドラミン・ジ
プロフィリン

１錠 トラベルミン配合錠 サンノーバ 5.80

内用薬 2113001F1015 ジギトキシン ０．０２５ｍｇ１錠 局 ジギトキシン錠 9.50
内用薬 2113001F2011 ジギトキシン ０．１ｍｇ１錠 局 ジギトキシン錠 9.60
内用薬 2113003F1014 ジゴキシン ０．２５ｍｇ１錠 局 ジゴキシン錠 9.60
内用薬 2113003F2010 ジゴキシン ０．１２５ｍｇ１錠 局 ジゴキシン錠 9.60
内用薬 2113003F3025 ジゴキシン ０．０６２５ｍｇ１ 局 ジゴキシン錠０．０６２５「ＫＹＯ」 京都薬品工業 9.60
内用薬 2113004B1033 ジゴキシン ０．１％１ｇ ジゴシン散０．１％ 太陽ファルマ 10.10
内用薬 2113004S1033 ジゴキシン ０．００５％１０ｍ

Ｌ
ジゴシンエリキシル０．０５ｍｇ／ｍ
Ｌ

太陽ファルマ 14.80

内用薬 2113005F1030 メチルジゴキシン ０．１ｍｇ１錠 ラニラピッド錠０．１ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 8.10
内用薬 2113005F1048 メチルジゴキシン ０．１ｍｇ１錠 メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 5.80

内用薬 2113005F2028 メチルジゴキシン ０．０５ｍｇ１錠 ラニラピッド錠０．０５ｍｇ 中外製薬 先発品 5.60
内用薬 2113005F2036 メチルジゴキシン ０．０５ｍｇ１錠 メチルジゴキシン錠０．０５ｍｇ「タ

イヨー」
武田テバファー
マ

★ 5.60

内用薬 2113006F1018 ラナトシドＣ ０．２５ｍｇ１錠 局 ラナトシドＣ錠 9.70
内用薬 2115001X1015 アミノフィリン水和物 １ｇ 局 アミノフィリン水和物 11.50
内用薬 2115002F1057 アミノフィリン水和物 １００ｍｇ１錠 ネオフィリン錠１００ｍｇ サンノーバ 5.80
内用薬 2115003X1014 安息香酸ナトリウムカ

フェイン
１ｇ 局 安息香酸ナトリウムカフェイン 7.20

内用薬 2115003X1170 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

１ｇ 局 安息香酸ナトリウムカフェイン原末
「マルイシ」

丸石製薬 8.40

内用薬 2115004X1019 カフェイン水和物 １ｇ 局 カフェイン水和物 7.80
内用薬 2115004X1078 カフェイン水和物 １ｇ 局 カフェイン「ホエイ」 マイラン製薬 9.50 R2.3.31まで
内用薬 2115004X1140 カフェイン水和物 １ｇ 局 カフェイン水和物「ヨシダ」 吉田製薬 9.50
内用薬 2115004X1159 カフェイン水和物 １ｇ 局 カフェイン水和物原末「マルイシ」 丸石製薬 9.50
内用薬 2115004X1167 カフェイン水和物 １ｇ 局 カフェイン水和物「ファイザー」原末 マイラン製薬 9.50 R1.6.14収載
内用薬 2115008F1038 プロキシフィリン １００ｍｇ１錠 モノフィリン錠１００ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2115008X1033 プロキシフィリン １ｇ モノフィリン原末 日医工 13.70
内用薬 2115009X1011 無水カフェイン １ｇ 局 無水カフェイン 9.50
内用薬 2119001F1019 エチレフリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 エチレフリン塩酸塩錠 9.20
内用薬 2119002G1035 ｄｌ－イソプレナリン塩

酸塩
１５ｍｇ１錠 プロタノールＳ錠１５ｍｇ 興和 25.10

内用薬 2119003D1149 ユビデカレノン １％１ｇ ノイキノン顆粒１％ エーザイ 先発品 ○ 15.80
内用薬 2119003D1173 ユビデカレノン １％１ｇ ユビデカレノン顆粒１％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.30
内用薬 2119003F1093 ユビデカレノン ５ｍｇ１錠 ノイキノン錠５ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 12.30
内用薬 2119003F1131 ユビデカレノン ５ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 2119003F2332 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ノイキノン錠１０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 14.50
内用薬 2119003F2340 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ノイキノン糖衣錠１０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 14.50
内用薬 2119003F2561 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 トリデミン錠１０ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.80 H30.9.30まで
内用薬 2119003F2596 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 2119003F2634 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 5.80

内用薬 2119003F2642 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 2119003F2650 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 2119003F2669 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 5.80
内用薬 2119003M1238 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.80 R2.3.31まで

内用薬 2119003M1270 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル トリデミンカプセル５ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.80 H31.3.31まで
内用薬 2119003M1289 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「日

新」
日新製薬（山
形）

後発品 5.80 H31.3.31まで

内用薬 2119003M1297 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 2119003M2234 ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル１０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.80

内用薬 2119004C1032 デノパミン ５％１ｇ カルグート細粒５％ 田辺三菱製薬 先発品 256.10
内用薬 2119004F1020 デノパミン ５ｍｇ１錠 カルグート錠５ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 32.00
内用薬 2119004F1039 デノパミン ５ｍｇ１錠 デノパミール錠５ 日医工ファーマ 後発品 22.20
内用薬 2119004F1055 デノパミン ５ｍｇ１錠 デノパミン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 13.80
内用薬 2119004F2027 デノパミン １０ｍｇ１錠 カルグート錠１０ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 55.30
内用薬 2119004F2035 デノパミン １０ｍｇ１錠 デノパミール錠１０ 日医工ファーマ 後発品 34.60
内用薬 2119004F2051 デノパミン １０ｍｇ１錠 デノパミン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 23.30
内用薬 2119006F1020 ピモベンダン １．２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 後発品 57.40
内用薬 2119006F2026 ピモベンダン ２．５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠２．５ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 後発品 102.60
内用薬 2119006F3022 ピモベンダン ０．６２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠０．６２５ｍｇ「Ｔ

Ｅ」
トーアエイヨー 後発品 33.60

内用薬 2119006M1029 ピモベンダン １．２５ｍｇ１カプ
セル

アカルディカプセル１．２５ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 81.70

内用薬 2119006M2025 ピモベンダン ２．５ｍｇ１カプセ
ル

アカルディカプセル２．５ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 144.10

内用薬 2119007D1031 ドカルパミン ７５％１ｇ タナドーパ顆粒７５％ 田辺三菱製薬 先発品 403.70
内用薬 2121001F1017 プロカインアミド塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 プロカインアミド塩酸塩錠 9.90
内用薬 2121001F2013 プロカインアミド塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 プロカインアミド塩酸塩錠 13.30
内用薬 2122001X1010 キニジン硫酸塩水和物 １ｇ 局 キニジン硫酸塩水和物 127.60
内用薬 2122002F1078 キニジン硫酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 キニジン硫酸塩錠１００ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 10.60

内用薬 2123001M1029 アセブトロール塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ アセタノールカプセル１００ サノフィ 先発品 14.70
内用薬 2123001M2025 アセブトロール塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセ アセタノールカプセル２００ サノフィ 先発品 26.20
内用薬 2123005C1030 カルテオロール塩酸塩 ０．２％１ｇ 小児用ミケラン細粒０．２％ 大塚製薬 先発品 13.20
内用薬 2123005C2036 カルテオロール塩酸塩 １％１ｇ ミケラン細粒１％ 大塚製薬 先発品 33.90
内用薬 2123005F1141 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ミケラン錠５ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 14.50
内用薬 2123005F1192 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 チオグール錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.80 R2.3.31まで
内用薬 2123005F1257 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 5.80

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

日医工 後発品 5.80

内用薬 2123005F1273 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 2123005F1281 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.80

内用薬 2123005F1290 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.80 R1.6.14収載

内用薬 2123006F1030 ブフェトロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アドビオール錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 14.60
内用薬 2123008F1048 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 インデラル錠１０ｍｇ アストラゼネカ 準先発品 ○ 13.20
内用薬 2123008F1269 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 6.30

内用薬 2123008F1277 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 2123008F1285 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2123009F3010 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2123009F3096 ピンドロール ５ｍｇ１錠 カルビスケン錠５ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 ○ 14.00

内用薬 2123009F3606 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2123009F3657 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2123011F1015 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール２５ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 2123011F1155 アテノロール ２５ｍｇ１錠 テノーミン錠２５ アストラゼネカ 先発品 ○ 23.70
内用薬 2123011F2011 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール５０ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 2123011F2437 アテノロール ５０ｍｇ１錠 テノーミン錠５０ アストラゼネカ 先発品 ○ 39.90
内用薬 2123011R1020 アテノロール １０％１ｇ アテノロールドライシロップ１０％

「ＥＭＥＣ」
サンノーバ 後発品 53.50 H31.3.31まで

内用薬 2123014F1060 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

日医工ファーマ 後発品 6.50

内用薬 2123014F1094 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳ
Ｐ」

大日本住友製薬 先発品 ○ 16.30

内用薬 2123014F1108 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 6.50

内用薬 2123014F1116 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 2123014F1124 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 6.50

内用薬 2123014F1132 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.50

内用薬 2123014F2198 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日
医工」

日医工ファーマ 後発品 9.70

内用薬 2123014F2201 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｄ
ＳＰ」

大日本住友製薬 先発品 ○ 24.30

内用薬 2123014F2210 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 9.70

内用薬 2123014F2228 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 9.70



内用薬 2123014F2236 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 9.70

内用薬 2123014F2244 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 9.70

内用薬 2123015F1021 ナドロール ３０ｍｇ１錠 ナディック錠３０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 55.00
内用薬 2123015F2028 ナドロール ６０ｍｇ１錠 ナディック錠６０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 85.10
内用薬 2123016F1050 ビソプロロールフマル酸

塩
２．５ｍｇ１錠 局 ウェルビー錠２．５ｍｇ サンド 後発品 11.50

内用薬 2123016F1107 ビソプロロールフマル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 メインテート錠２．５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 28.80

内用薬 2123016F1115 ビソプロロールフマル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 11.50

内用薬 2123016F1123 ビソプロロールフマル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 11.50

内用薬 2123016F1131 ビソプロロールフマル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 11.50

内用薬 2123016F1140 ビソプロロールフマル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 11.50

内用薬 2123016F1158 ビソプロロールフマル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍ
ｇ「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 11.50

内用薬 2123016F1166 ビソプロロールフマル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍ
ｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 11.50

内用薬 2123016F1174 ビソプロロールフマル酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 11.50

内用薬 2123016F2014 ビソプロロールフマル酸
塩

５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩５ｍｇ錠 後発品 14.10

内用薬 2123016F2103 ビソプロロールフマル酸
塩

５ｍｇ１錠 局 ウェルビー錠５ｍｇ サンド 後発品 15.60

内用薬 2123016F2189 ビソプロロールフマル酸
塩

５ｍｇ１錠 局 メインテート錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 49.30

内用薬 2123016F2200 ビソプロロールフマル酸
塩

５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 29.40

内用薬 2123016F3037 ビソプロロールフマル酸
塩

０．６２５ｍｇ１錠 局 メインテート錠０．６２５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 18.20

内用薬 2123016F3045 ビソプロロールフマル酸
塩

０．６２５ｍｇ１錠 局 ウェルビー錠０．６２５ｍｇ サンド 後発品 9.90

内用薬 2123016F3053 ビソプロロールフマル酸
塩

０．６２５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２
５ｍｇ「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2123016F3061 ビソプロロールフマル酸
塩

０．６２５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２
５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 2123016F3070 ビソプロロールフマル酸
塩

０．６２５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２
５ｍｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 9.90

内用薬 2123016F3088 ビソプロロールフマル酸
塩

０．６２５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２
５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 9.90

内用薬 2123016F3096 ビソプロロールフマル酸
塩

０．６２５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２
５ｍｇ「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 9.90

内用薬 2123016F3100 ビソプロロールフマル酸
塩

０．６２５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２
５ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 2123016F3118 ビソプロロールフマル酸
塩

０．６２５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２
５ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 9.90

内用薬 2129002M1019 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミド５０ｍｇカプセル 後発品 6.60
内用薬 2129002M1060 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル リスモダンカプセル５０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 27.50
内用薬 2129002M1108 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「Ｎ

Ｐ」
ニプロ 後発品 13.10 H31.3.31まで

内用薬 2129002M1132 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「Ｓ
Ｗ」

沢井製薬 後発品 13.10 R2.3.31まで

内用薬 2129002M1167 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 13.10

内用薬 2129002M2015 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセ ジソピラミド１００ｍｇカプセル 後発品 7.30
内用薬 2129002M2139 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセ リスモダンカプセル１００ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 41.00
内用薬 2129002M2236 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセ

ル
ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「Ｓ
Ｗ」

沢井製薬 後発品 19.80 R2.3.31まで

内用薬 2129002M2260 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセ
ル

ジソピラミドカプセル１００ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 19.80

内用薬 2129003F1049 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.80

内用薬 2129003F1057 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＣ
Ｃ」

共和クリティケ
ア

後発品 13.00

内用薬 2129003F2045 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 8.90

内用薬 2129003F2053 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｋ
ＣＣ」

共和クリティケ
ア

後発品 24.00

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

先発品 ○ 16.50

内用薬 2129003M1030 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル チルミメールカプセル５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.80
内用薬 2129003M1170 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ

「ＴＣＫ」
辰巳化学 後発品 5.80 H31.3.31まで

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

沢井製薬 後発品 5.80

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

日医工 後発品 5.80

内用薬 2129003M1200 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 2129003M1218 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.80

内用薬 2129003M1226 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 5.80

内用薬 2129003M2028 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ
ル

メキシチールカプセル１００ｍｇ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 26.50

内用薬 2129003M2044 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ チルミメールカプセル１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 8.90
内用薬 2129003M2192 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ

ル
メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 8.90

内用薬 2129003M2206 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ
ル

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 8.90

内用薬 2129003M2214 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ
ル

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 8.90 H31.3.31まで

内用薬 2129003M2222 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ
ル

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 8.90

内用薬 2129003M2230 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ
ル

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.90

内用薬 2129003M2249 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ
ル

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍ
ｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 8.90

内用薬 2129004M1026 アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル 局 アスペノンカプセル１０ バイエル薬品 先発品 ○ 42.20
内用薬 2129004M1050 アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル 局 アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ

「ＮＰ」
ニプロ 後発品 17.40

内用薬 2129004M2022 アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル 局 アスペノンカプセル２０ バイエル薬品 先発品 ○ 68.00
内用薬 2129004M2065 アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル 局 アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ

「ＮＰ」
ニプロ 後発品 27.20

内用薬 2129005F1129 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 48.00
内用薬 2129005F1153 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍ

ｇ「日医工」
日医工ファーマ 後発品 15.20

内用薬 2129005F1200 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「Ｓ
Ｗ」

沢井製薬 後発品 15.20

内用薬 2129005F1218 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 15.20

内用薬 2129005F1226 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 15.20

内用薬 2129005F1234 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 39.80

内用薬 2129006F1026 プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 局 プロノン錠１５０ｍｇ トーアエイヨー 先発品 ○ 49.30
内用薬 2129006F1050 プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 局 プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ

「オーハラ」
大原薬品工業 後発品 19.70

内用薬 2129006F2022 プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 プロノン錠１００ｍｇ トーアエイヨー 先発品 ○ 41.30
内用薬 2129006F2057 プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 プロパフェノン塩酸塩錠１００ｍｇ

「オーハラ」
大原薬品工業 後発品 16.50

内用薬 2129007F1020 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 シベノール錠５０ｍｇ トーアエイヨー 先発品 ○ 30.90
内用薬 2129007F1047 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 17.10

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

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 17.10

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

東和薬品 後発品 17.10

内用薬 2129007F2027 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 局 シベノール錠１００ｍｇ トーアエイヨー 先発品 ○ 50.80
内用薬 2129007F2043 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 局 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 28.30

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

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 28.30

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

東和薬品 後発品 28.30

内用薬 2129008F1033 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

２５ｍｇ１錠 ピルシカイニド塩酸塩錠２５ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 21.90 H31.3.31まで

内用薬 2129008F2030 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

５０ｍｇ１錠 ピルシカイニド塩酸塩錠５０ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 36.40 H31.3.31まで



内用薬 2129008M1024 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

２５ｍｇ１カプセル 局 サンリズムカプセル２５ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 41.60

内用薬 2129008M1105 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

２５ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍ
ｇ「タナベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 18.70

内用薬 2129008M1113 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

２５ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 21.90

内用薬 2129008M1121 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

２５ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 21.90

内用薬 2129008M1130 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

２５ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 18.70

内用薬 2129008M1148 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

２５ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 18.70

内用薬 2129008M1156 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

２５ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 18.70

内用薬 2129008M1164 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

２５ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍ
ｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 21.90

内用薬 2129008M2020 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

５０ｍｇ１カプセル 局 サンリズムカプセル５０ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 69.90

内用薬 2129008M2110 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

５０ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍ
ｇ「タナベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 29.00

内用薬 2129008M2128 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

５０ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 36.40

内用薬 2129008M2136 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

５０ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 36.40

内用薬 2129008M2144 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

５０ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 36.40

内用薬 2129008M2152 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

５０ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 29.00

内用薬 2129008M2160 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

５０ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 29.00

内用薬 2129008M2179 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

５０ｍｇ１カプセル 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍ
ｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 36.40

内用薬 2129009C1023 フレカイニド酢酸塩 １０％１ｇ タンボコール細粒１０％ エーザイ 先発品 180.60
内用薬 2129009F1020 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 タンボコール錠５０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 73.00
内用薬 2129009F1038 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「Ｋ

Ｏ」
寿製薬 後発品 36.50 H30.6.15収載

内用薬 2129009F1046 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 36.50 H30.6.15収載

内用薬 2129009F2026 フレカイニド酢酸塩 １００ｍｇ１錠 局 タンボコール錠１００ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 124.10
内用薬 2129009F2034 フレカイニド酢酸塩 １００ｍｇ１錠 局 フレカイニド酢酸塩錠１００ｍｇ「Ｋ

Ｏ」
寿製薬 後発品 62.00 H30.6.15収載

内用薬 2129009F2042 フレカイニド酢酸塩 １００ｍｇ１錠 局 フレカイニド酢酸塩錠１００ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 62.00 H30.6.15収載

内用薬 2129010F1022 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アンカロン錠１００ サノフィ 先発品 ○ 325.40
内用薬 2129010F1030 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 138.10

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

サンド 後発品 138.10

内用薬 2129010F1057 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 138.10

内用薬 2129010F1065 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ
「ＴＥ」

トーアエイヨー 後発品 138.10

内用薬 2129010F3025 アミオダロン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ
「ＴＥ」

トーアエイヨー 後発品 80.00

内用薬 2129011F1035 ベプリジル塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ベプリコール錠５０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 65.20
内用薬 2129011F2031 ベプリジル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ベプリコール錠１００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 122.10
内用薬 2129012M1020 ピルメノール塩酸塩水和

物
５０ｍｇ１カプセル ピメノールカプセル５０ｍｇ ファイザー 先発品 71.50

内用薬 2129012M2027 ピルメノール塩酸塩水和
物

１００ｍｇ１カプセ
ル

ピメノールカプセル１００ｍｇ ファイザー 先発品 121.20

内用薬 2129013F1026 ソタロール塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ソタコール錠４０ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 135.10

内用薬 2129013F2022 ソタロール塩酸塩 ８０ｍｇ１錠 ソタコール錠８０ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 255.90

内用薬 2132003F1257 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 フルイトラン錠２ｍｇ 塩野義製薬 準先発品 ○ 9.60
内用薬 2132003F1320 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「Ｙ

Ｄ」
陽進堂 後発品 6.10

内用薬 2132003F1354 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 クバクロン錠２ｍｇ シオノケミカル 後発品 6.00 R1.9.30まで
内用薬 2132003F1389 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 6.00

内用薬 2132003F1400 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 6.10

内用薬 2132003F1419 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 6.00

内用薬 2132003F1427 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 6.10

内用薬 2132003F1435 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 6.00

内用薬 2132003F1443 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 6.10

内用薬 2132003F1451 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 6.10

内用薬 2132003F1460 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.10

内用薬 2132003F1478 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 6.00 H30.12.14収載

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

ニプロ 後発品 6.10

内用薬 2132003F3039 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 局 フルイトラン錠１ｍｇ 塩野義製薬 準先発品 ○ 9.60
内用薬 2132003F3055 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.10

内用薬 2132004F1103 ヒドロクロロチアジド ２５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

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

東和薬品 後発品 5.60

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

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2132006F1048 ベンチルヒドロクロロチ
アジド

４ｍｇ１錠 ベハイド錠４ｍｇ 杏林製薬 5.40

内用薬 2133001C1097 スピロノラクトン １０％１ｇ アルダクトンＡ細粒１０％ ファイザー 86.50
内用薬 2133001F1018 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン２５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2133001F1522 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ファイザー 準先発品 ○ 19.60
内用薬 2133001F1620 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 12.10
内用薬 2133001F2014 スピロノラクトン ５０ｍｇ１錠 スピロノラクトン５０ｍｇ錠 後発品 6.30
内用薬 2133001F2057 スピロノラクトン ５０ｍｇ１錠 局 アルダクトンＡ錠５０ｍｇ ファイザー 準先発品 ○ 41.20
内用薬 2133002M1062 トリアムテレン ５０ｍｇ１カプセル トリテレン・カプセル５０ｍｇ 京都薬品工業 15.00
内用薬 2134001X1010 アセタゾラミド １ｇ 局 アセタゾラミド 105.50
内用薬 2134002F1109 アセタゾラミド ２５０ｍｇ１錠 ダイアモックス錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 24.10
内用薬 2135001F1128 メフルシド ２５ｍｇ１錠 局 バイカロン錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 9.90
内用薬 2135001F1136 メフルシド ２５ｍｇ１錠 局 メフルシド錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00
内用薬 2139001Q1020 イソソルビド ７０％２０ｇ１個 メニレット７０％ゼリー２０ｇ 三和化学研究所 ★ 97.70
内用薬 2139001Q2027 イソソルビド ７０％３０ｇ１個 メニレット７０％ゼリー３０ｇ 三和化学研究所 ★ 144.40
内用薬 2139001S1060 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソバイドシロップ７０％ 興和 先発品 ○ 4.50
内用薬 2139001S1079 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 セオリアファー

マ
後発品 4.30

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

興和 先発品 142.00

内用薬 2139001S2040 イソソルビド ７０％３０ｍＬ１包 イソソルビド内用液７０％分包３０ｍ
Ｌ「ＣＥＯ」

セオリアファー
マ

★ 144.40

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

興和 先発品 95.30

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

興和 先発品 106.20

内用薬 2139001S5023 イソソルビド ７０％４０ｍＬ１包 イソソルビド内用液７０％分包４０ｍ
Ｌ「ＣＥＯ」

セオリアファー
マ

後発品 192.30

内用薬 2139004F1040 ブメタニド １ｍｇ１錠 ルネトロン錠１ｍｇ 第一三共 先発品 23.10
内用薬 2139005C1048 フロセミド ４％１ｇ フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 エルメッド 後発品 6.40
内用薬 2139005C1064 フロセミド ４％１ｇ ラシックス細粒４％ サノフィ 準先発品 ○ 14.60 R2.3.31まで
内用薬 2139005F1052 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 ラシックス錠２０ｍｇ サノフィ 準先発品 ○ 9.60
内用薬 2139005F1060 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.00
内用薬 2139005F1079 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 6.00

内用薬 2139005F1087 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 6.00 H31.3.31まで

内用薬 2139005F1095 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 6.00
内用薬 2139005F1109 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー

マ
後発品 6.00 H30.6.15収載

内用薬 2139005F2342 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 ラシックス錠４０ｍｇ サノフィ 準先発品 ○ 13.30
内用薬 2139005F2385 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.30
内用薬 2139005F2407 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.30



内用薬 2139005F2415 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 6.30
内用薬 2139005F2431 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 6.30

内用薬 2139005F2440 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 6.30 H31.3.31まで

内用薬 2139005F2458 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 6.30
内用薬 2139005F2466 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー

マ
後発品 6.30 H30.6.15収載

内用薬 2139005F3020 フロセミド １０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.00
内用薬 2139005F3039 フロセミド １０ｍｇ１錠 局 ラシックス錠１０ｍｇ サノフィ 準先発品 ○ 9.10
内用薬 2139005F3047 フロセミド １０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 6.00
内用薬 2139005F3055 フロセミド １０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠１０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー

マ
後発品 6.00

内用薬 2139005N1057 フロセミド ４０ｍｇ１カプセル オイテンシンカプセル４０ｍｇ サノフィ 先発品 16.70 R2.3.31まで
内用薬 2139008F1056 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 ダイアート錠６０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 ○ 29.00
内用薬 2139008F1064 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 16.00
内用薬 2139008F2028 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 ダイアート錠３０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 ○ 19.20
内用薬 2139008F2044 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 10.40
内用薬 2139009F1026 トラセミド ４ｍｇ１錠 ルプラック錠４ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 21.90
内用薬 2139009F1034 トラセミド ４ｍｇ１錠 トラセミド錠４ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 11.00
内用薬 2139009F2022 トラセミド ８ｍｇ１錠 ルプラック錠８ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 34.80
内用薬 2139009F2030 トラセミド ８ｍｇ１錠 トラセミド錠８ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 17.40
内用薬 2139009F3029 トラセミド ４ｍｇ１錠 トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 後発品 11.00 H30.6.15収載
内用薬 2139009F4025 トラセミド ８ｍｇ１錠 トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 後発品 17.40 H30.6.15収載
内用薬 2139010F1029 塩酸モザバプタン ３０ｍｇ１錠 フィズリン錠３０ｍｇ 大塚製薬 先発品 8,972.90
内用薬 2139011D1022 トルバプタン １％１ｇ サムスカ顆粒１％ 大塚製薬 先発品 1,898.30
内用薬 2139011F1023 トルバプタン １５ｍｇ１錠 サムスカ錠１５ｍｇ 大塚製薬 先発品 1,943.10
内用薬 2139011F2020 トルバプタン ７．５ｍｇ１錠 サムスカ錠７．５ｍｇ 大塚製薬 先発品 1,277.30
内用薬 2142004B2015 ヒドララジン塩酸塩 １０％１ｇ 局 ヒドララジン塩酸塩散 11.30
内用薬 2142004F1010 ヒドララジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ヒドララジン塩酸塩錠 9.20
内用薬 2142004F2017 ヒドララジン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 ヒドララジン塩酸塩錠 9.60
内用薬 2142004F3013 ヒドララジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ヒドララジン塩酸塩錠 9.60
内用薬 2143006B2011 レセルピン ０．１％１ｇ 局 レセルピン散０．１％ 8.10
内用薬 2143006F2013 レセルピン ０．２５ｍｇ１錠 局 レセルピン錠 9.60
内用薬 2144001C1015 カプトプリル ５％１ｇ カプトプリル５％細粒 後発品 13.80
内用薬 2144001C1074 カプトプリル ５％１ｇ カプトリル細粒５％ 第一三共エス

ファ
先発品 ○ 47.50

内用薬 2144001F1020 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトリル錠１２．５ｍｇ 第一三共エス
ファ

先発品 ○ 14.00

内用薬 2144001F1119 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトルナ錠１２．５ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2144001F1224 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2144001F1259 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 5.60

内用薬 2144001F1267 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2144001F2018 カプトプリル ２５ｍｇ１錠 カプトプリル２５ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 2144001F2026 カプトプリル ２５ｍｇ１錠 カプトリル錠２５ｍｇ 第一三共エス

ファ
先発品 ○ 18.30

内用薬 2144001N1059 カプトプリル １８．７５ｍｇ１カ
プセル

カプトリル－Ｒカプセル１８．７５ｍ
ｇ

第一三共エス
ファ

先発品 31.20

内用薬 2144002C1028 エナラプリルマレイン酸
塩

１％１ｇ エナラート細粒１％ 共和薬品工業 後発品 77.20

内用薬 2144002F1024 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 レニベース錠２．５ ＭＳＤ 先発品 ○ 24.80

内用薬 2144002F1067 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 セリース錠２．５ｍｇ サンド 後発品 9.90

内用薬 2144002F1075 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 ファルプリル錠２．５ キョーリンリメ
ディオ

後発品 9.90 R2.3.31まで

内用薬 2144002F1148 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠２．５「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 9.90

内用薬 2144002F1164 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 9.90 H31.3.31まで

内用薬 2144002F1199 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリル錠２．５ＭＥＥＫ 小林化工 後発品 9.90

内用薬 2144002F1210 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 9.90

内用薬 2144002F1237 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラート錠２．５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2144002F1245 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 スパシオール錠２．５ｍｇ 辰巳化学 後発品 9.90 R1.9.30まで

内用薬 2144002F1253 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 9.90

内用薬 2144002F1261 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2144002F1288 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 9.90

内用薬 2144002F1296 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 2144002F1300 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 2144002F1318 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 9.90

内用薬 2144002F1326 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2144002F1334 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 9.90

内用薬 2144002F1342 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 9.90

内用薬 2144002F1350 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「フソー」

ダイト 後発品 9.90

内用薬 2144002F1369 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 9.90 H30.12.14収載

内用薬 2144002F1377 エナラプリルマレイン酸
塩

２．５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 9.90 R1.6.14収載

内用薬 2144002F2020 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 レニベース錠５ ＭＳＤ 先発品 ○ 30.50

内用薬 2144002F2055 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラート錠５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 11.20

内用薬 2144002F2063 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリル錠５ＭＥＥＫ 小林化工 後発品 11.20

内用薬 2144002F2128 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 スパシオール錠５ｍｇ 辰巳化学 後発品 11.20 R1.9.30まで

内用薬 2144002F2136 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 セリース錠５ｍｇ サンド 後発品 11.20

内用薬 2144002F2144 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 ファルプリル錠５ キョーリンリメ
ディオ

後発品 11.20 R2.3.31まで

内用薬 2144002F2233 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠５「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 18.60

内用薬 2144002F2268 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 11.20 H31.3.31まで

内用薬 2144002F2292 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 11.20

内用薬 2144002F2306 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 11.20

内用薬 2144002F2314 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 11.20

内用薬 2144002F2330 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 11.20

内用薬 2144002F2349 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 11.20

内用薬 2144002F2357 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 11.20

内用薬 2144002F2365 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 11.20

内用薬 2144002F2373 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 18.60

内用薬 2144002F2381 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 11.20

内用薬 2144002F2390 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 11.20

内用薬 2144002F2403 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「フソー」

ダイト 後発品 11.20

内用薬 2144002F2411 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 11.20 H30.12.14収載

内用薬 2144002F2420 エナラプリルマレイン酸
塩

５ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 11.20 R1.6.14収載

内用薬 2144002F3019 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩１０ｍｇ錠 後発品 13.40

内用薬 2144002F3027 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 レニベース錠１０ ＭＳＤ 先発品 ○ 56.50

内用薬 2144002F3094 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 18.50 H31.3.31まで

内用薬 2144002F3108 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠１０「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 18.50



内用薬 2144002F3140 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラート錠１０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 18.50

内用薬 2144002F3175 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 セリース錠１０ｍｇ サンド 後発品 18.50

内用薬 2144002F3183 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 ファルプリル錠１０ キョーリンリメ
ディオ

後発品 18.50 R2.3.31まで

内用薬 2144002F3205 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 18.50

内用薬 2144002F3213 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリル錠１０ＭＥＥＫ 小林化工 後発品 18.50

内用薬 2144002F3221 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 18.50

内用薬 2144002F3248 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 18.50

内用薬 2144002F3256 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 18.50

内用薬 2144002F3264 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 18.50

内用薬 2144002F3272 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 18.50

内用薬 2144002F3280 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 18.50

内用薬 2144002F3299 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 18.50

内用薬 2144002F3302 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 18.50

内用薬 2144002F3310 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 18.50

内用薬 2144002F3329 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「フソー」

ダイト 後発品 18.50

内用薬 2144002F3345 エナラプリルマレイン酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 18.50 R1.6.14収載

内用薬 2144003F1029 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 セタプリル錠１２．５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 19.10
内用薬 2144003F1088 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 8.90 H31.3.31まで

内用薬 2144003F1096 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 8.90

内用薬 2144003F1100 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 8.90
内用薬 2144003F1118 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 8.90

内用薬 2144003F1126 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 8.90

内用薬 2144003F2025 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セタプリル錠２５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 24.00
内用薬 2144003F2211 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠２５ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 9.60 H31.3.31まで

内用薬 2144003F2220 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.60
内用薬 2144003F2238 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60
内用薬 2144003F2246 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 9.60
内用薬 2144003F2254 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 9.60

内用薬 2144003F3021 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 セタプリル錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 25.60
内用薬 2144003F3064 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠５０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 9.60 H31.3.31まで

内用薬 2144003F3080 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.60
内用薬 2144003F3099 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60
内用薬 2144003F3102 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 9.60
内用薬 2144003F3110 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 9.60

内用薬 2144004F1023 デラプリル塩酸塩 ７．５ｍｇ１錠 アデカット７．５ｍｇ錠 武田テバ薬品 先発品 19.20
内用薬 2144004F2020 デラプリル塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アデカット１５ｍｇ錠 武田テバ薬品 先発品 31.90
内用薬 2144004F3026 デラプリル塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 アデカット３０ｍｇ錠 武田テバ薬品 先発品 53.50
内用薬 2144005F1028 シラザプリル水和物 ０．２５ｍｇ１錠 局 インヒベース錠０．２５ 中外製薬 先発品 ○ 18.10
内用薬 2144005F1052 シラザプリル水和物 ０．２５ｍｇ１錠 局 シラザプリル錠０．２５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 14.90

内用薬 2144005F1060 シラザプリル水和物 ０．２５ｍｇ１錠 局 シラザプリル錠０．２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 14.90

内用薬 2144005F2024 シラザプリル水和物 ０．５ｍｇ１錠 局 インヒベース錠０．５ 中外製薬 先発品 ○ 30.20
内用薬 2144005F2059 シラザプリル水和物 ０．５ｍｇ１錠 局 シラザプリル錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 18.60
内用薬 2144005F2067 シラザプリル水和物 ０．５ｍｇ１錠 局 シラザプリル錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 18.60
内用薬 2144005F3020 シラザプリル水和物 １ｍｇ１錠 局 インヒベース錠１ 中外製薬 先発品 ○ 45.80
内用薬 2144005F3055 シラザプリル水和物 １ｍｇ１錠 局 シラザプリル錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.30
内用薬 2144005F3063 シラザプリル水和物 １ｍｇ１錠 局 シラザプリル錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.30
内用薬 2144006F1022 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 ゼストリル錠５ アストラゼネカ 先発品 ○ 26.00
内用薬 2144006F1030 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 ロンゲス錠５ｍｇ 共和薬品工業 先発品 ○ 26.00
内用薬 2144006F1057 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 10.40
内用薬 2144006F1090 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠５ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 10.40

内用薬 2144006F1103 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 10.40
内用薬 2144006F1111 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.40
内用薬 2144006F1120 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 10.40
内用薬 2144006F1138 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 10.40
内用薬 2144006F2029 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 ゼストリル錠１０ アストラゼネカ 先発品 ○ 31.80
内用薬 2144006F2037 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 ロンゲス錠１０ｍｇ 共和薬品工業 先発品 ○ 31.80
内用薬 2144006F2118 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.00
内用薬 2144006F2134 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 11.00

内用薬 2144006F2142 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 11.00
内用薬 2144006F2150 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 11.00
内用薬 2144006F2169 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.50
内用薬 2144006F2177 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 17.50

内用薬 2144006F3017 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル２０ｍｇ錠 後発品 16.30
内用薬 2144006F3025 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 ゼストリル錠２０ アストラゼネカ 先発品 ○ 52.00
内用薬 2144006F3033 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 ロンゲス錠２０ｍｇ 共和薬品工業 先発品 ○ 57.20
内用薬 2144006F3041 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.60
内用薬 2144006F3092 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 17.60

内用薬 2144006F3106 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 17.60
内用薬 2144006F3114 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.60
内用薬 2144006F3130 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 17.60

内用薬 2144007F1027 ベナゼプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 チバセン錠２．５ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 27.30
内用薬 2144007F1051 ベナゼプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ベナゼプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 10.70

内用薬 2144007F1060 ベナゼプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ベナゼプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 10.70

内用薬 2144007F2023 ベナゼプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 チバセン錠５ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 46.50
内用薬 2144007F2066 ベナゼプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベナゼプリル塩酸塩錠５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 20.20

内用薬 2144007F2074 ベナゼプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベナゼプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 20.20

内用薬 2144007F3020 ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 チバセン錠１０ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 88.20
内用薬 2144007F3054 ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベナゼプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 35.00

内用薬 2144007F3062 ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベナゼプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 35.00

内用薬 2144008F1021 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 タナトリル錠２．５ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 30.60
内用薬 2144008F1056 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリッ
ク

後発品 15.80

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

辰巳化学 後発品 12.30

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

武田テバ薬品 後発品 12.30

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

大原薬品工業 後発品 12.30

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

キョーリンリメ
ディオ

後発品 15.80

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

陽進堂 後発品 15.80

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

日医工ファーマ 後発品 12.30

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

メディサ新薬 後発品 15.80

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

沢井製薬 後発品 15.80

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

東和薬品 後発品 12.30

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

日医工 後発品 12.30

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

第一三共エス
ファ

後発品 15.80



内用薬 2144008F1196 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 12.30

内用薬 2144008F1200 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 12.30

内用薬 2144008F2028 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 タナトリル錠５ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 50.30
内用薬 2144008F2052 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 26.20

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

辰巳化学 後発品 22.40

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

武田テバ薬品 後発品 22.40

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

大原薬品工業 後発品 22.40

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

後発品 22.40

内用薬 2144008F2117 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 22.40
内用薬 2144008F2125 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ガレ

ン」
日医工ファーマ 後発品 26.20

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

メディサ新薬 後発品 26.20

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

沢井製薬 後発品 26.20

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

東和薬品 後発品 26.20

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

日医工 後発品 26.20

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

第一三共エス
ファ

後発品 26.20

内用薬 2144008F2192 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 22.40

内用薬 2144008F2206 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 22.40

内用薬 2144008F3024 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 タナトリル錠１０ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 103.70
内用薬 2144008F3059 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリッ
ク

後発品 52.90

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

辰巳化学 後発品 45.60

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

武田テバ薬品 後発品 45.60

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

大原薬品工業 後発品 45.60

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

キョーリンリメ
ディオ

後発品 45.60

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

陽進堂 後発品 45.60

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

日医工ファーマ 後発品 45.60

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

メディサ新薬 後発品 52.90

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

沢井製薬 後発品 52.90

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

東和薬品 後発品 52.90

内用薬 2144008F3164 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 52.90

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

第一三共エス
ファ

後発品 52.90

内用薬 2144008F3199 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 45.60

内用薬 2144008F3202 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 45.60

内用薬 2144009F1026 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 エースコール錠１ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 34.30
内用薬 2144009F1042 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 13.50

内用薬 2144009F1050 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 13.50
内用薬 2144009F1069 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 18.50 H31.3.31まで

内用薬 2144009F1085 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 18.50 H31.3.31まで

内用薬 2144009F1093 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 18.50
内用薬 2144009F1107 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 13.50

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

武田テバファー
マ

後発品 18.50 H31.3.31まで

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

ダイト 後発品 13.50

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

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 18.50

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

日医工 後発品 13.50

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

東和薬品 後発品 18.50

内用薬 2144009F2022 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 エースコール錠２ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 61.50
内用薬 2144009F2049 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 28.10

内用薬 2144009F2057 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 28.10
内用薬 2144009F2065 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 33.10 H31.3.31まで

内用薬 2144009F2081 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 33.10 H31.3.31まで

内用薬 2144009F2090 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.10
内用薬 2144009F2103 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 28.10

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

武田テバファー
マ

後発品 33.10 H31.3.31まで

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

ダイト 後発品 33.10

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

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 28.10

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

日医工 後発品 28.10

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

東和薬品 後発品 33.10

内用薬 2144009F3029 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 エースコール錠４ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 124.50
内用薬 2144009F3045 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 57.10

内用薬 2144009F3053 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 57.10
内用薬 2144009F3061 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 68.50 H31.3.31まで

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

辰巳化学 後発品 57.10 H31.3.31まで

内用薬 2144009F3096 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 57.10
内用薬 2144009F3100 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 57.10

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

武田テバファー
マ

後発品 68.50 H31.3.31まで

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

ダイト 後発品 68.50

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

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 57.10

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

日医工 後発品 57.10

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

東和薬品 後発品 68.50

内用薬 2144010F1029 キナプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 コナン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 31.50
内用薬 2144010F2025 キナプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 コナン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 48.80
内用薬 2144010F3021 キナプリル塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 コナン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 99.00
内用薬 2144011F1023 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 オドリック錠０．５ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 32.10
内用薬 2144011F1074 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「オー

ハラ」
大原薬品工業 後発品 13.70

内用薬 2144011F1082 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 20.90

内用薬 2144011F1090 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 20.90

内用薬 2144011F2011 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル１ｍｇ錠 後発品 16.10
内用薬 2144011F2020 トランドラプリル １ｍｇ１錠 オドリック錠１ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 56.60
内用薬 2144011F2089 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.90
内用薬 2144011F2097 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 25.90
内用薬 2144012F1028 ペリンドプリルエルブミ

ン
２ｍｇ１錠 コバシル錠２ｍｇ 協和キリン 先発品 ○ 58.30

内用薬 2144012F1079 ペリンドプリルエルブミ
ン

２ｍｇ１錠 ペリンドプリル錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.40

内用薬 2144012F1087 ペリンドプリルエルブミ
ン

２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 28.40



内用薬 2144012F1095 ペリンドプリルエルブミ
ン

２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 30.90

内用薬 2144012F2024 ペリンドプリルエルブミ
ン

４ｍｇ１錠 コバシル錠４ｍｇ 協和キリン 先発品 ○ 103.90

内用薬 2144012F2075 ペリンドプリルエルブミ
ン

４ｍｇ１錠 ペリンドプリル錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 49.70

内用薬 2144012F2083 ペリンドプリルエルブミ
ン

４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 49.70

内用薬 2144012F2091 ペリンドプリルエルブミ
ン

４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 49.70

内用薬 2145001F1019 メチルドパ水和物 １２５ｍｇ１錠 局 メチルドパ錠 9.60
内用薬 2145001F2015 メチルドパ水和物 ２５０ｍｇ１錠 局 メチルドパ錠 9.60
内用薬 2149001F1034 クロニジン塩酸塩 ０．０７５ｍｇ１錠 カタプレス錠７５μｇ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

先発品 5.80

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

先発品 8.70

内用薬 2149002F1128 プラゾシン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ミニプレス錠０．５ｍｇ ファイザー 先発品 6.60
内用薬 2149002F2159 プラゾシン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ミニプレス錠１ｍｇ ファイザー 先発品 12.20
内用薬 2149003F1173 メチクラン １５０ｍｇ１錠 アレステン錠１５０ｍｇ 日本新薬 先発品 17.30
内用薬 2149007F1023 トリパミド １５ｍｇ１錠 ノルモナール錠１５ｍｇ エーザイ 先発品 15.20
内用薬 2149009F1030 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 トランデート錠５０ｍｇ アスペンジャパ

ン
先発品 ○ 15.30

内用薬 2149009F1081 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.10

内用薬 2149009F2037 ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 トランデート錠１００ｍｇ アスペンジャパ
ン

先発品 ○ 24.00

内用薬 2149009F2070 ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 ラベタロール塩酸塩錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2149010F1025 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 セロケン錠２０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 12.60
内用薬 2149010F1033 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ロプレソール錠２０ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 12.30
内用薬 2149010F1149 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ

「ＴＣＫ」
辰巳化学 後発品 7.30

内用薬 2149010F1157 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 7.30

内用薬 2149010F1165 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.30

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

東和薬品 後発品 7.30

内用薬 2149010F1181 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 7.30

内用薬 2149010F1190 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 7.30

内用薬 2149010F2072 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ロプレソール錠４０ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 18.70
内用薬 2149010F2218 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ

「ＴＣＫ」
辰巳化学 後発品 7.40

内用薬 2149010F2226 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 7.40

内用薬 2149010F2234 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.40

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

東和薬品 後発品 7.40

内用薬 2149010F2250 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 7.40

内用薬 2149010F2269 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 7.40

内用薬 2149010G1047 メトプロロール酒石酸塩 １２０ｍｇ１錠 セロケンＬ錠１２０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 105.80
内用薬 2149010G1055 メトプロロール酒石酸塩 １２０ｍｇ１錠 ロプレソールＳＲ錠１２０ｍｇ サンファーマ 先発品 104.10
内用薬 2149011N1024 ピンドロール ５ｍｇ１カプセル ブロクリン－Ｌカプセル５ｍｇ 高田製薬 後発品 25.40
内用薬 2149011N2020 ピンドロール １５ｍｇ１カプセル ブロクリン－Ｌカプセル１５ｍｇ 高田製薬 後発品 60.90
内用薬 2149012F1024 インダパミド １ｍｇ１錠 局 テナキシル錠１ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 12.30

内用薬 2149012F1059 インダパミド １ｍｇ１錠 局 ナトリックス錠１ 京都薬品工業 先発品 10.80
内用薬 2149012F2020 インダパミド ２ｍｇ１錠 局 ナトリックス錠２ 京都薬品工業 先発品 20.40
内用薬 2149012F2039 インダパミド ２ｍｇ１錠 局 テナキシル錠２ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 23.30

内用薬 2149014M1065 プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル
６０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 29.40

内用薬 2149015F1028 ブナゾシン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 デタントール錠０．５ｍｇ エーザイ 先発品 12.70
内用薬 2149015F2024 ブナゾシン塩酸塩 １ｍｇ１錠 デタントール錠１ｍｇ エーザイ 先発品 22.80
内用薬 2149015G1023 ブナゾシン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 デタントールＲ錠３ｍｇ エーザイ 先発品 42.90
内用薬 2149015G2020 ブナゾシン塩酸塩 ６ｍｇ１錠 デタントールＲ錠６ｍｇ エーザイ 先発品 83.70
内用薬 2149017F1035 グアナベンズ酢酸塩 ２ｍｇ１錠 ワイテンス錠２ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 15.00

内用薬 2149018F1021 アモスラロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ローガン錠１０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 24.80
内用薬 2149019B1059 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ペルジピン散１０％ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 40.80
内用薬 2149019B1067 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ニスタジール散１０％ 東和薬品 後発品 16.20 H30.9.30まで
内用薬 2149019B1083 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ニカルジピン塩酸塩散１０％「日医

工」
日医工 後発品 16.20

内用薬 2149019B1091 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ニカルジピン塩酸塩散１０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 16.20

内用薬 2149019F1050 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニスタジール錠１０ 東和薬品 後発品 5.60 H30.9.30まで
内用薬 2149019F1069 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ペルジピン錠１０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 9.80
内用薬 2149019F1107 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 2149019F1123 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019F1140 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2149019F1158 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2149019F1166 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 5.60

内用薬 2149019F1174 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2149019F2146 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニスタジール錠２０ 東和薬品 後発品 5.60 H30.9.30まで
内用薬 2149019F2170 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ペルジピン錠２０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 14.00
内用薬 2149019F2243 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 2149019F2251 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019F2260 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2149019F2278 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 5.60

内用薬 2149019F2294 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2149019F2308 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2149019N1160 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 14.00
内用薬 2149019N1195 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル２０

ｍｇ「日医工」
日医工 後発品 5.60

内用薬 2149019N2175 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 14.80
内用薬 2149019N2205 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル４０

ｍｇ「日医工」
日医工 後発品 5.90

内用薬 2149020N1031 ウラピジル １５ｍｇ１カプセル エブランチルカプセル１５ｍｇ 科研製薬 先発品 16.40
内用薬 2149020N2038 ウラピジル ３０ｍｇ１カプセル エブランチルカプセル３０ｍｇ 科研製薬 先発品 30.00
内用薬 2149021F1031 ニプラジロール ３ｍｇ１錠 ハイパジールコーワ錠３ 興和 先発品 34.90
内用薬 2149021F2020 ニプラジロール ６ｍｇ１錠 ハイパジールコーワ錠６ 興和 先発品 63.70
内用薬 2149022F1028 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニバジール錠２ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 14.10
内用薬 2149022F1044 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ナフトジール錠２ 武田テバファー

マ
後発品 9.60 R1.9.30まで

内用薬 2149022F1052 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 トーワジール錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 9.60 H30.9.30まで
内用薬 2149022F1060 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 9.60

内用薬 2149022F1079 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.60
内用薬 2149022F1087 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60
内用薬 2149022F1095 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60
内用薬 2149022F1109 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠２ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー

マ
後発品 9.60 H30.12.14収載

内用薬 2149022F2024 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニバジール錠４ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 26.40
内用薬 2149022F2059 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ナフトジール錠４ 武田テバファー

マ
後発品 11.90 R1.9.30まで

内用薬 2149022F2075 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 トーワジール錠４ｍｇ 東和薬品 後発品 11.90 H30.9.30まで
内用薬 2149022F2083 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 11.90

内用薬 2149022F2091 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 11.90
内用薬 2149022F2105 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.90
内用薬 2149022F2113 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.90



内用薬 2149022F2121 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 局 ニルバジピン錠４ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー
マ

後発品 11.90 H30.12.14収載

内用薬 2149023F1022 テラゾシン塩酸塩水和物 ０．２５ｍｇ１錠 ハイトラシン錠０．２５ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 10.90
内用薬 2149023F1030 テラゾシン塩酸塩水和物 ０．２５ｍｇ１錠 バソメット錠０．２５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 10.70
内用薬 2149023F2029 テラゾシン塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 ハイトラシン錠０．５ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 18.00
内用薬 2149023F2037 テラゾシン塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 バソメット錠０．５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 17.80
内用薬 2149023F3025 テラゾシン塩酸塩水和物 １ｍｇ１錠 ハイトラシン錠１ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 33.10
内用薬 2149023F3033 テラゾシン塩酸塩水和物 １ｍｇ１錠 バソメット錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 32.20
内用薬 2149023F4021 テラゾシン塩酸塩水和物 ２ｍｇ１錠 ハイトラシン錠２ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 62.90
内用薬 2149023F4030 テラゾシン塩酸塩水和物 ２ｍｇ１錠 バソメット錠２ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 61.60
内用薬 2149025N1034 カルテオロール塩酸塩 １５ｍｇ１カプセル ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ 大塚製薬 先発品 66.10
内用薬 2149026F1026 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠０．５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 16.30
内用薬 2149026F1050 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 9.90

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

小林化工 後発品 9.90

内用薬 2149026F1093 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2149026F1123 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 9.90

内用薬 2149026F1131 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 2149026F1140 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90
内用薬 2149026F1174 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90
内用薬 2149026F1182 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.90
内用薬 2149026F1190 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.90
内用薬 2149026F1204 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 9.90
内用薬 2149026F1212 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 9.90

内用薬 2149026F1220 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.90
内用薬 2149026F1239 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 9.90

内用薬 2149026F1247 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 9.90
内用薬 2149026F2022 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠１ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 25.00
内用薬 2149026F2120 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 メシル酸ドキサゾシン錠１「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 9.90

内用薬 2149026F2170 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 9.90

内用薬 2149026F2189 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 2149026F2197 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2149026F2200 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90
内用薬 2149026F2219 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90
内用薬 2149026F2227 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.90
内用薬 2149026F2235 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.90
内用薬 2149026F2243 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 9.90
内用薬 2149026F2251 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 9.90
内用薬 2149026F2260 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 9.90

内用薬 2149026F2278 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 9.90

内用薬 2149026F2286 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.90
内用薬 2149026F2294 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 16.40
内用薬 2149026F3010 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩２ｍｇ錠 後発品 11.50
内用薬 2149026F3029 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠２ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 41.50
内用薬 2149026F3126 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 メシル酸ドキサゾシン錠２「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 16.70

内用薬 2149026F3185 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.70
内用薬 2149026F3207 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 16.70
内用薬 2149026F3215 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 16.70
内用薬 2149026F3231 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 16.70
内用薬 2149026F3240 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 16.70
内用薬 2149026F3258 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 24.60
内用薬 2149026F3266 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 16.70

内用薬 2149026F3274 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 16.70

内用薬 2149026F3290 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 24.60
内用薬 2149026F4017 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩４ｍｇ錠 後発品 23.00
内用薬 2149026F4025 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠４ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 87.80
内用薬 2149026F4068 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 メシル酸ドキサゾシン錠４「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 52.00

内用薬 2149026F4122 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 52.00
内用薬 2149026F4130 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 35.70
内用薬 2149026F4149 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 35.70
内用薬 2149026F4173 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 35.70
内用薬 2149026F4190 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 52.00
内用薬 2149026F4203 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 35.70
内用薬 2149026F4211 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 35.70

内用薬 2149026F4220 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 35.70

内用薬 2149026F4246 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 52.00
内用薬 2149026F5021 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 カルデナリンＯＤ錠０．５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 16.30
内用薬 2149026F6028 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 カルデナリンＯＤ錠１ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 25.00
内用薬 2149026F7024 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 41.50
内用薬 2149026F8020 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 カルデナリンＯＤ錠４ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 87.80
内用薬 2149027F1020 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 カルスロット錠５ 武田テバ薬品 先発品 ○ 19.70
内用薬 2149027F1039 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニカロット錠５ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 9.90 H31.3.31まで
内用薬 2149027F1101 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 9.90

内用薬 2149027F1136 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90
内用薬 2149027F1144 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 2149027F1152 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 9.90
内用薬 2149027F1160 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90
内用薬 2149027F1179 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 9.90

内用薬 2149027F1187 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.90
内用薬 2149027F2027 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 カルスロット錠１０ 武田テバ薬品 先発品 ○ 29.00
内用薬 2149027F2094 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニカロット錠１０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 11.60 H31.3.31まで
内用薬 2149027F2132 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 11.60

内用薬 2149027F2159 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 11.60

内用薬 2149027F2167 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.60
内用薬 2149027F2175 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 11.60
内用薬 2149027F2183 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 11.60

内用薬 2149027F2191 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 11.60

内用薬 2149027F2205 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 11.60

内用薬 2149027F3023 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 カルスロット錠２０ 武田テバ薬品 先発品 ○ 52.30
内用薬 2149027F3090 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニカロット錠２０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 20.90 H31.3.31まで
内用薬 2149027F3139 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 20.90

内用薬 2149027F3155 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 20.90

内用薬 2149027F3163 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 20.90
内用薬 2149027F3171 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 20.90
内用薬 2149027F3180 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 20.90

内用薬 2149027F3198 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 20.90

内用薬 2149027F3201 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 20.90

内用薬 2149029F1020 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セレクトール錠１００ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 37.30
内用薬 2149029F1038 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 スロンタクス錠１００ 東和薬品 後発品 11.60 H30.9.30まで
内用薬 2149029F1089 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ

「ＪＧ」
大興製薬 後発品 11.60

内用薬 2149029F1097 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 19.30

内用薬 2149029F1100 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 11.60

内用薬 2149029F1119 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 11.60

内用薬 2149029F1127 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 11.60

内用薬 2149029F2026 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セレクトール錠２００ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 60.50
内用薬 2149029F2034 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 スロンタクス錠２００ 東和薬品 後発品 24.20 H30.9.30まで



内用薬 2149029F2085 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ
「ＪＧ」

大興製薬 後発品 24.20

内用薬 2149029F2093 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 24.20

内用薬 2149029F2107 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 24.20

内用薬 2149029F2115 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 24.20

内用薬 2149029F2123 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 24.20

内用薬 2149030N1027 バルニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル ヒポカ５ｍｇカプセル ＬＴＬファーマ 先発品 31.50
内用薬 2149030N2023 バルニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル ヒポカ１０ｍｇカプセル ＬＴＬファーマ 先発品 51.80
内用薬 2149030N3020 バルニジピン塩酸塩 １５ｍｇ１カプセル ヒポカ１５ｍｇカプセル ＬＴＬファーマ 先発品 74.50
内用薬 2149031F1027 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ケルロング錠５ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 50.00
内用薬 2149031F1060 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 タルロング錠５ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 20.00 R2.3.31まで
内用薬 2149031F1078 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ「テ

バ」
武田テバファー
マ

後発品 20.00

内用薬 2149031F1086 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 20.00

内用薬 2149031F1094 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 20.00

内用薬 2149031F2015 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩１０ｍｇ錠 後発品 22.20
内用薬 2149031F2023 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ケルロング錠１０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 81.00
内用薬 2149031F2090 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 40.50

内用薬 2149031F2104 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 38.60

内用薬 2149032F1021 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 アーチスト錠１０ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 48.30
内用薬 2149032F1080 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 19.30
内用薬 2149032F1099 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 19.30
内用薬 2149032F1102 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 19.30

内用薬 2149032F1110 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 19.30

内用薬 2149032F1129 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 19.30
内用薬 2149032F1137 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 19.30

内用薬 2149032F1145 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 19.30
内用薬 2149032F1153 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 19.30

内用薬 2149032F1161 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 19.30 H30.6.15収載

内用薬 2149032F2010 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール２０ｍｇ錠 後発品 24.30
内用薬 2149032F2028 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 アーチスト錠２０ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 91.00
内用薬 2149032F2087 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 37.60
内用薬 2149032F2095 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 37.60
内用薬 2149032F2109 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 37.60

内用薬 2149032F2117 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 37.60

内用薬 2149032F2125 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 37.60
内用薬 2149032F2150 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 37.60
内用薬 2149032F3024 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 局 アーチスト錠１．２５ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 13.30
内用薬 2149032F3032 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 2149032F3040 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 9.90

内用薬 2149032F3059 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 9.90

内用薬 2149032F3067 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2149032F3075 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 9.90

内用薬 2149032F3083 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 9.90

内用薬 2149032F3091 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 2149032F3105 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 9.90

内用薬 2149032F3113 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「Ｍ
ｅ」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 9.90 H30.6.15収載

内用薬 2149032F4020 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 局 アーチスト錠２．５ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 22.00
内用薬 2149032F4039 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 2149032F4047 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 9.90

内用薬 2149032F4055 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２．５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 9.90

内用薬 2149032F4063 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2149032F4071 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２．５ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 9.90

内用薬 2149032F4080 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２．５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 9.90

内用薬 2149032F4098 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２．５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 2149032F4101 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 9.90

内用薬 2149032F4110 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２．５ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 9.90 H30.6.15収載

内用薬 2149034F1020 エホニジピン塩酸塩エタ
ノール付加物

１０ｍｇ１錠 ランデル錠１０ ゼリア新薬工業 先発品 18.40

内用薬 2149034F2027 エホニジピン塩酸塩エタ
ノール付加物

２０ｍｇ１錠 ランデル錠２０ ゼリア新薬工業 先発品 31.30

内用薬 2149034F3023 エホニジピン塩酸塩エタ
ノール付加物

４０ｍｇ１錠 ランデル錠４０ ゼリア新薬工業 先発品 58.70

内用薬 2149035F1025 フェロジピン ２．５ｍｇ１錠 スプレンジール錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 16.30
内用薬 2149035F1041 フェロジピン ２．５ｍｇ１錠 カトラジール錠２．５ｍｇ 武田テバファー

マ
後発品 7.70 H31.3.31まで

内用薬 2149035F1050 フェロジピン ２．５ｍｇ１錠 フェロジピン錠２．５ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 7.70 H30.6.15収載

内用薬 2149035F2021 フェロジピン ５ｍｇ１錠 スプレンジール錠５ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 28.10
内用薬 2149035F2048 フェロジピン ５ｍｇ１錠 カトラジール錠５ｍｇ 武田テバファー

マ
後発品 14.50 H31.3.31まで

内用薬 2149035F2056 フェロジピン ５ｍｇ１錠 フェロジピン錠５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー
マ

後発品 14.50 H30.6.15収載

内用薬 2149036F1020 ベバントロール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 カルバン錠２５ 日本ケミファ 先発品 22.90
内用薬 2149036F2026 ベバントロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 カルバン錠５０ 日本ケミファ 先発品 38.10
内用薬 2149036F3022 ベバントロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 カルバン錠１００ 日本ケミファ 先発品 61.50
内用薬 2149037F1032 シルニジピン ５ｍｇ１錠 局 アテレック錠５ ＥＡファーマ 先発品 ○ 27.20
内用薬 2149037F1059 シルニジピン ５ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.80
内用薬 2149037F1067 シルニジピン ５ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 14.80

内用薬 2149037F1075 シルニジピン ５ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 14.80
内用薬 2149037F1083 シルニジピン ５ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 14.80

内用薬 2149037F1105 シルニジピン ５ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 14.80
内用薬 2149037F2039 シルニジピン １０ｍｇ１錠 局 アテレック錠１０ ＥＡファーマ 先発品 ○ 47.70
内用薬 2149037F2055 シルニジピン １０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 27.70
内用薬 2149037F2063 シルニジピン １０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 27.70

内用薬 2149037F2071 シルニジピン １０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 27.70
内用薬 2149037F2080 シルニジピン １０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 27.70

内用薬 2149037F2101 シルニジピン １０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 27.70
内用薬 2149037F3027 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 アテレック錠２０ ＥＡファーマ 先発品 ○ 84.70
内用薬 2149037F3035 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 44.60
内用薬 2149037F3043 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 後発品 44.60
内用薬 2149037F3051 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 44.60

内用薬 2149037F3060 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 44.60

内用薬 2149037F3078 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 42.10
内用薬 2149038D1044 アラニジピン ２％１ｇ サプレスタ顆粒２％ 大鵬薬品工業 先発品 112.50
内用薬 2149038D1052 アラニジピン ２％１ｇ ベック顆粒２％ 日医工 先発品 61.50
内用薬 2149038M1028 アラニジピン ５ｍｇ１カプセル サプレスタカプセル５ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 33.00
内用薬 2149038M1036 アラニジピン ５ｍｇ１カプセル ベックカプセル５ｍｇ 日医工 先発品 22.10
内用薬 2149038M2024 アラニジピン １０ｍｇ１カプセル サプレスタカプセル１０ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 52.00



内用薬 2149038M2032 アラニジピン １０ｍｇ１カプセル ベックカプセル１０ｍｇ 日医工 先発品 31.30
内用薬 2149039F1015 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム２５ｍｇ錠 後発品 15.00
内用薬 2149039F1031 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ニューロタン錠２５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 59.60
内用薬 2149039F1040 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス

ファ
後発品 20.80

内用薬 2149039F1058 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 20.80
内用薬 2149039F1066 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 20.80
内用薬 2149039F1074 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 20.80
内用薬 2149039F1082 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 30.30
内用薬 2149039F1090 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 20.80
内用薬 2149039F1104 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 20.80
内用薬 2149039F1112 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 20.80

内用薬 2149039F1120 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 20.80

内用薬 2149039F1139 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 20.80

内用薬 2149039F1147 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「Ａ
Ａ」

あすか製薬 後発品 20.80

内用薬 2149039F1155 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディクス 後発品 20.80 R2.3.31まで

内用薬 2149039F1163 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 20.80

内用薬 2149039F1171 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 20.80

内用薬 2149039F1180 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 20.80

内用薬 2149039F1198 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

日本薬品工業 後発品 20.80 R2.3.31まで

内用薬 2149039F1210 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 20.80

内用薬 2149039F1228 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 20.80

内用薬 2149039F1236 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 20.80

内用薬 2149039F1244 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 20.80

内用薬 2149039F1252 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 20.80

内用薬 2149039F1260 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 30.30

内用薬 2149039F1279 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 20.80

内用薬 2149039F1295 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 20.80

内用薬 2149039F1309 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 20.80

内用薬 2149039F1341 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロファーマ 後発品 20.80

内用薬 2149039F1368 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 後発品 20.80 R1.6.14収載

内用薬 2149039F2011 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム５０ｍｇ錠 後発品 28.70
内用薬 2149039F2038 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ニューロタン錠５０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 112.90
内用薬 2149039F2046 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス

ファ
後発品 41.20

内用薬 2149039F2054 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 41.20
内用薬 2149039F2062 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 41.20
内用薬 2149039F2070 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 41.20
内用薬 2149039F2089 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 41.20
内用薬 2149039F2097 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 41.20
内用薬 2149039F2100 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 41.20
内用薬 2149039F2119 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 41.20

内用薬 2149039F2127 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 41.20

内用薬 2149039F2135 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 41.20

内用薬 2149039F2143 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「Ａ
Ａ」

あすか製薬 後発品 41.20

内用薬 2149039F2151 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディクス 後発品 41.20 R2.3.31まで

内用薬 2149039F2160 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 41.20

内用薬 2149039F2178 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 41.20

内用薬 2149039F2186 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 41.20

内用薬 2149039F2194 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

日本薬品工業 後発品 41.20 R2.3.31まで

内用薬 2149039F2216 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 41.20

内用薬 2149039F2224 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 41.20

内用薬 2149039F2232 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 41.20

内用薬 2149039F2240 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 41.20

内用薬 2149039F2259 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 41.20

内用薬 2149039F2267 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 41.20

内用薬 2149039F2275 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 41.20

内用薬 2149039F2291 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 41.20

内用薬 2149039F2305 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 41.20

内用薬 2149039F2348 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロファーマ 後発品 41.20

内用薬 2149039F2364 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 後発品 41.20 R1.6.14収載

内用薬 2149039F3018 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム１００ｍｇ錠 後発品 45.60
内用薬 2149039F3026 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ニューロタン錠１００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 168.60
内用薬 2149039F3034 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 62.20

内用薬 2149039F3042 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 62.20
内用薬 2149039F3050 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 62.20
内用薬 2149039F3069 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 62.20

内用薬 2149039F3077 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 62.20
内用薬 2149039F3085 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 62.20
内用薬 2149039F3093 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 62.20
内用薬 2149039F3107 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 62.20

内用薬 2149039F3115 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 62.20

内用薬 2149039F3123 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 62.20

内用薬 2149039F3131 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「Ａ
Ａ」

あすか製薬 後発品 62.20

内用薬 2149039F3158 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 62.20

内用薬 2149039F3166 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 62.20

内用薬 2149039F3182 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「Ｋ
ＯＧ」

日本薬品工業 後発品 62.20 R2.3.31まで

内用薬 2149039F3190 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 62.20

内用薬 2149039F3204 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 94.10

内用薬 2149039F3212 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 62.20

内用薬 2149039F3247 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 94.10

内用薬 2149039F3255 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ケ
ミファ」

日本ケミファ 後発品 62.20

内用薬 2149039F3263 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 62.20

内用薬 2149039F3280 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 62.20



内用薬 2149039F3298 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 62.20

内用薬 2149039F3336 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「モ
チダ」

ニプロファーマ 後発品 62.20

内用薬 2149039F3352 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 後発品 62.20 R1.6.14収載

内用薬 2149040F1018 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル２ｍｇ錠
（１）

後発品 9.90

内用薬 2149040F1026 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 局 ブロプレス錠２ 武田テバ薬品 先発品 ○ 32.20

内用薬 2149040F1034 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 15.30

内用薬 2149040F1131 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 15.30

内用薬 2149040F1140 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 15.30

内用薬 2149040F1182 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 15.30

内用薬 2149040F1190 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 15.30

内用薬 2149040F1212 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 15.30

内用薬 2149040F1280 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 15.30

内用薬 2149040F1301 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.30

内用薬 2149040F1328 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 15.30

内用薬 2149040F2014 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ錠
（１）

後発品 13.80

内用薬 2149040F2022 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 局 ブロプレス錠４ 武田テバ薬品 先発品 ○ 59.90

内用薬 2149040F2030 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 31.00

内用薬 2149040F2138 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠４ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 19.00

内用薬 2149040F2146 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 19.00

内用薬 2149040F2189 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠４ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.00

内用薬 2149040F2197 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠４ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 19.00

内用薬 2149040F2219 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠４ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 19.00

内用薬 2149040F2286 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠４ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 19.00

内用薬 2149040F2308 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 19.00

内用薬 2149040F3010 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ錠
（１）

後発品 26.80

内用薬 2149040F3029 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 局 ブロプレス錠８ 武田テバ薬品 先発品 ○ 116.20

内用薬 2149040F3037 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 60.20

内用薬 2149040F3061 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠８ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 37.60

内用薬 2149040F3134 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠８ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 37.60

内用薬 2149040F3142 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.60

内用薬 2149040F3177 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠８ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 37.60

内用薬 2149040F3185 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠８ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 37.60

内用薬 2149040F3193 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠８ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 37.60

内用薬 2149040F3215 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠８ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 37.60

内用薬 2149040F3282 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠８ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 37.60

内用薬 2149040F3304 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 37.60

内用薬 2149040F4017 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル１２ｍｇ
錠

後発品 34.40

内用薬 2149040F4025 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 局 ブロプレス錠１２ 武田テバ薬品 先発品 ○ 177.40

内用薬 2149040F4033 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠１２ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 69.00

内用薬 2149040F4068 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 69.00

内用薬 2149040F4130 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 69.00

内用薬 2149040F4149 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 69.00

内用薬 2149040F4181 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠１２ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 69.00

内用薬 2149040F4190 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠１２ｍｇ「科研」 シオノケミカル 後発品 69.00

内用薬 2149040F4211 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 69.00

内用薬 2149040F4351 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠１２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 69.00

内用薬 2149040F5013 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル２ｍｇ錠
（２）

後発品 9.90

内用薬 2149040F5056 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 15.30

内用薬 2149040F5064 カンデサルタンシレキセ
チル

２ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 15.30

内用薬 2149040F6010 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ錠
（２）

後発品 13.80

内用薬 2149040F6036 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 19.00

内用薬 2149040F6052 カンデサルタンシレキセ
チル

４ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 19.00

内用薬 2149040F7016 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ錠
（２）

後発品 26.80

内用薬 2149040F7059 カンデサルタンシレキセ
チル

８ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 37.60

内用薬 2149040F8020 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド 後発品 69.00

内用薬 2149040F8039 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 69.00

内用薬 2149040F8047 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 69.00

内用薬 2149040F8055 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 69.00

内用薬 2149040F8063 カンデサルタンシレキセ
チル

１２ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 69.00

内用薬 2149041F1012 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタン２０ｍｇ錠 後発品 9.90
内用薬 2149041F1020 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 ディオバン錠２０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 27.10

内用薬 2149041F1055 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 9.90

内用薬 2149041F1063 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 9.90
内用薬 2149041F1071 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 9.90

内用薬 2149041F1098 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 9.90
内用薬 2149041F1128 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.90
内用薬 2149041F1136 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 2149041F1179 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2149041F1187 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 9.90
内用薬 2149041F1195 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.90

内用薬 2149041F1209 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 9.90
内用薬 2149041F1217 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「サノフィ」 日本薬品工業 後発品 9.90 R2.3.31まで
内用薬 2149041F1225 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90
内用薬 2149041F1233 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 9.90
内用薬 2149041F1241 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 9.90
内用薬 2149041F1250 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 9.90

内用薬 2149041F1276 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.90



内用薬 2149041F1314 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 9.90

内用薬 2149041F1330 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 後発品 9.90
内用薬 2149041F1357 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 9.90
内用薬 2149041F1365 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 後発品 9.90
内用薬 2149041F1373 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 9.90 R1.6.14収載
内用薬 2149041F2019 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタン４０ｍｇ錠（１） 後発品 12.10
内用薬 2149041F2027 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 ディオバン錠４０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 49.10

内用薬 2149041F2051 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 16.60

内用薬 2149041F2060 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 16.60
内用薬 2149041F2078 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 16.60

内用薬 2149041F2094 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 16.60
内用薬 2149041F2124 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 16.60
内用薬 2149041F2132 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.60
内用薬 2149041F2140 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 16.60
内用薬 2149041F2175 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 16.60
内用薬 2149041F2183 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 16.60
内用薬 2149041F2205 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 16.60
内用薬 2149041F2213 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「サノフィ」 日本薬品工業 後発品 16.60 R2.3.31まで
内用薬 2149041F2221 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 16.60
内用薬 2149041F2230 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 16.60
内用薬 2149041F2248 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 16.60
内用薬 2149041F2256 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 16.60

内用薬 2149041F2272 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 16.60
内用薬 2149041F2299 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 16.60

内用薬 2149041F2310 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 16.60

内用薬 2149041F2337 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 後発品 16.60
内用薬 2149041F2353 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 16.60
内用薬 2149041F2361 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 後発品 16.60
内用薬 2149041F2370 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 16.60 R1.6.14収載
内用薬 2149041F3015 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタン８０ｍｇ錠（１） 後発品 22.10
内用薬 2149041F3023 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 ディオバン錠８０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 91.20

内用薬 2149041F3058 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 31.20

内用薬 2149041F3066 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 31.20
内用薬 2149041F3074 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 31.20

内用薬 2149041F3090 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 31.20
内用薬 2149041F3120 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 31.20
内用薬 2149041F3139 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 31.20
内用薬 2149041F3147 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 31.20
内用薬 2149041F3171 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 31.20
内用薬 2149041F3180 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 31.20
内用薬 2149041F3201 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 31.20
内用薬 2149041F3210 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「サノフィ」 日本薬品工業 後発品 31.20 R2.3.31まで
内用薬 2149041F3228 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 31.20
内用薬 2149041F3236 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 31.20
内用薬 2149041F3244 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 31.20
内用薬 2149041F3252 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 31.20

内用薬 2149041F3260 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 31.20
内用薬 2149041F3279 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 31.20
内用薬 2149041F3295 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 31.20

内用薬 2149041F3317 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 31.20

内用薬 2149041F3333 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 後発品 31.20
内用薬 2149041F3341 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 31.20

内用薬 2149041F3350 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 31.20
内用薬 2149041F3368 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 後発品 31.20
内用薬 2149041F3376 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 31.20 R1.6.14収載
内用薬 2149041F4011 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 バルサルタン１６０ｍｇ錠（１） 後発品 42.90
内用薬 2149041F4020 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 ディオバン錠１６０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 178.00

内用薬 2149041F4127 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 54.90
内用薬 2149041F4135 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 54.90
内用薬 2149041F4143 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 54.90
内用薬 2149041F4178 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 54.90

内用薬 2149041F4186 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 54.90
内用薬 2149041F4240 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 54.90
内用薬 2149041F4267 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 54.90

内用薬 2149041F4275 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 54.90
内用薬 2149041F4356 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 54.90
内用薬 2149041F5026 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 ディオバンＯＤ錠２０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 27.10

内用薬 2149041F5034 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 2149041F5042 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 9.90

内用薬 2149041F5050 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 9.90
内用薬 2149041F5069 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 9.90

内用薬 2149041F5077 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 9.90

内用薬 2149041F6014 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタン４０ｍｇ錠（２） 後発品 12.10
内用薬 2149041F6022 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 ディオバンＯＤ錠４０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 49.10

内用薬 2149041F6030 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 16.60

内用薬 2149041F6057 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 16.60
内用薬 2149041F6065 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 16.60

内用薬 2149041F6073 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 16.60

内用薬 2149041F7010 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタン８０ｍｇ錠（２） 後発品 22.10
内用薬 2149041F7029 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 ディオバンＯＤ錠８０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 91.20

内用薬 2149041F7037 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 31.20

内用薬 2149041F7053 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 31.20
内用薬 2149041F7061 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 31.20

内用薬 2149041F7070 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 31.20

内用薬 2149041F8017 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 バルサルタン１６０ｍｇ錠（２） 後発品 42.90
内用薬 2149041F8025 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 ディオバンＯＤ錠１６０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 178.00

内用薬 2149041F8041 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 54.90

内用薬 2149041F8050 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「科
研」

ダイト 後発品 54.90

内用薬 2149041F8076 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 54.90

内用薬 2149042F1017 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 テルミサルタン２０ｍｇ錠（１） 後発品 12.50
内用薬 2149042F1025 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 ミカルディス錠２０ｍｇ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 55.70

内用薬 2149042F1033 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 19.90

内用薬 2149042F1068 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 19.90

内用薬 2149042F1092 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 19.90
内用薬 2149042F1114 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 19.90

内用薬 2149042F1130 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 19.90

内用薬 2149042F1173 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 19.90

内用薬 2149042F1203 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 19.90



内用薬 2149042F1246 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 19.90

内用薬 2149042F2013 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 テルミサルタン４０ｍｇ錠 後発品 23.60
内用薬 2149042F2021 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 ミカルディス錠４０ｍｇ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 105.20

内用薬 2149042F2030 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 37.50

内用薬 2149042F2064 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 37.50

内用薬 2149042F2080 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 37.50
内用薬 2149042F2099 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 37.50
内用薬 2149042F2110 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 37.50

内用薬 2149042F2137 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 37.50

内用薬 2149042F2170 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 37.50

内用薬 2149042F2196 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 37.50

内用薬 2149042F2200 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 37.50
内用薬 2149042F2242 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 37.50

内用薬 2149042F3010 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 テルミサルタン８０ｍｇ錠 後発品 35.30
内用薬 2149042F3028 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 ミカルディス錠８０ｍｇ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 159.30

内用薬 2149042F3036 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 56.30

内用薬 2149042F3060 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 56.30

内用薬 2149042F3087 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 56.30
内用薬 2149042F3095 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 56.30
内用薬 2149042F3117 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 56.30

内用薬 2149042F3133 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 56.30

内用薬 2149042F3176 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 56.30

内用薬 2149042F3206 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 56.30
内用薬 2149042F3249 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 56.30

内用薬 2149042F4016 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 テルミサルタン２０ｍｇ錠（２） 後発品 12.50
内用薬 2149042F4032 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 テルミサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 19.90

内用薬 2149042F5020 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 37.50

内用薬 2149042F5039 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 37.50

内用薬 2149043F1020 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 カルブロック錠８ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 29.80
内用薬 2149043F1038 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 12.10

内用薬 2149043F1046 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 12.10

内用薬 2149043F1062 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 12.10
内用薬 2149043F1070 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 12.10
内用薬 2149043F1089 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.10
内用薬 2149043F1097 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 12.10
内用薬 2149043F1100 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 12.10

内用薬 2149043F1119 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 12.10
内用薬 2149043F1127 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 12.10
内用薬 2149043F1135 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.10
内用薬 2149043F1143 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 12.10
内用薬 2149043F2026 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 カルブロック錠１６ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 53.00
内用薬 2149043F2034 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 21.30

内用薬 2149043F2042 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 21.30

内用薬 2149043F2069 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 21.30
内用薬 2149043F2077 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 21.30
内用薬 2149043F2085 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 21.30
内用薬 2149043F2093 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ケミ

ファ」
日本ケミファ 後発品 21.30

内用薬 2149043F2107 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 21.30

内用薬 2149043F2115 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 21.30
内用薬 2149043F2123 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 21.30
内用薬 2149043F2131 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 21.30
内用薬 2149043F2140 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 21.30
内用薬 2149044F1032 オルメサルタンメドキソ

ミル
１０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 20.40

内用薬 2149044F1040 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 20.40

内用薬 2149044F1059 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 20.40

内用薬 2149044F1067 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 20.40

内用薬 2149044F1075 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 20.40

内用薬 2149044F1083 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 20.40

内用薬 2149044F1091 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 20.40

内用薬 2149044F1105 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「三和」 日本薬品工業 後発品 20.40

内用薬 2149044F1113 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 20.40

内用薬 2149044F1121 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 20.40

内用薬 2149044F1130 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 20.40

内用薬 2149044F1148 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 20.40

内用薬 2149044F2039 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 39.00

内用薬 2149044F2047 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 39.00

内用薬 2149044F2055 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.00

内用薬 2149044F2063 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.00

内用薬 2149044F2071 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 39.00

内用薬 2149044F2080 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 39.00

内用薬 2149044F2098 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 39.00

内用薬 2149044F2101 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「三和」 日本薬品工業 後発品 39.00

内用薬 2149044F2110 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 39.00

内用薬 2149044F2128 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 39.00

内用薬 2149044F2136 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 39.00

内用薬 2149044F2144 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 39.00

内用薬 2149044F3035 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 10.70

内用薬 2149044F3043 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 10.70

内用薬 2149044F3051 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 10.70

内用薬 2149044F3060 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.70

内用薬 2149044F3078 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 10.70

内用薬 2149044F3086 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 10.70



内用薬 2149044F3094 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 10.70

内用薬 2149044F3108 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 10.70

内用薬 2149044F3116 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「三和」 日本薬品工業 後発品 10.70

内用薬 2149044F3124 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 10.70

内用薬 2149044F3132 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.70

内用薬 2149044F3140 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 10.70

内用薬 2149044F3159 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 10.70

内用薬 2149044F4031 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 57.30

内用薬 2149044F4040 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 57.30

内用薬 2149044F4058 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 57.30

内用薬 2149044F4066 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 57.30

内用薬 2149044F4074 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 57.30

内用薬 2149044F4082 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 57.30

内用薬 2149044F4090 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 57.30

内用薬 2149044F4104 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 57.30

内用薬 2149044F4112 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「三和」 日本薬品工業 後発品 57.30

内用薬 2149044F4120 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 57.30

内用薬 2149044F4139 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 57.30

内用薬 2149044F4147 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 57.30

内用薬 2149044F4155 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 57.30

内用薬 2149044F5020 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 54.50

内用薬 2149044F5038 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 20.40

内用薬 2149044F5046 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド 後発品 20.40

内用薬 2149044F5054 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 20.40

内用薬 2149044F5062 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 20.40

内用薬 2149044F5070 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 20.40

内用薬 2149044F5089 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 20.40

内用薬 2149044F5097 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 20.40

内用薬 2149044F5100 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 20.40

内用薬 2149044F5119 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 20.40

内用薬 2149044F5127 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 20.40 H30.6.15収載

内用薬 2149044F5135 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 20.40 H30.6.15収載

内用薬 2149044F5143 オルメサルタンメドキソ
ミル

１０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 20.40 H30.12.14収載

内用薬 2149044F6026 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 103.40

内用薬 2149044F6034 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 39.00

内用薬 2149044F6042 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド 後発品 39.00

内用薬 2149044F6050 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 39.00

内用薬 2149044F6069 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 39.00

内用薬 2149044F6077 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 39.00

内用薬 2149044F6085 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 39.00

内用薬 2149044F6093 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 39.00

内用薬 2149044F6107 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 39.00

内用薬 2149044F6115 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 39.00

内用薬 2149044F6123 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 39.00 H30.6.15収載

内用薬 2149044F6131 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 39.00 H30.6.15収載

内用薬 2149044F6140 オルメサルタンメドキソ
ミル

２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 39.00 H30.12.14収載

内用薬 2149044F7022 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 156.60

内用薬 2149044F7030 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 57.30

内用薬 2149044F7049 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド 後発品 57.30

内用薬 2149044F7057 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 57.30

内用薬 2149044F7065 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 57.30

内用薬 2149044F7073 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 57.30

内用薬 2149044F7081 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 57.30

内用薬 2149044F7090 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 57.30

内用薬 2149044F7103 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 57.30

内用薬 2149044F7111 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 57.30 H30.6.15収載

内用薬 2149044F7120 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 57.30 H30.6.15収載

内用薬 2149044F7138 オルメサルタンメドキソ
ミル

４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 57.30 H30.12.14収載

内用薬 2149044F8029 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 オルメテックＯＤ錠５ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 29.00

内用薬 2149044F8037 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 10.70

内用薬 2149044F8045 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 10.70

内用薬 2149044F8053 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 10.70

内用薬 2149044F8061 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 10.70

内用薬 2149044F8070 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 10.70

内用薬 2149044F8088 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 10.70

内用薬 2149044F8096 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 10.70

内用薬 2149044F8100 オルメサルタンメドキソ
ミル

５ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 10.70 H30.12.14収載

内用薬 2149045F1029 エプレレノン ２５ｍｇ１錠 局 セララ錠２５ｍｇ ファイザー 先発品 44.70
内用薬 2149045F2025 エプレレノン ５０ｍｇ１錠 局 セララ錠５０ｍｇ ファイザー 先発品 85.60
内用薬 2149045F3021 エプレレノン １００ｍｇ１錠 局 セララ錠１００ｍｇ ファイザー 先発品 162.70
内用薬 2149046F1023 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 アバプロ錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 53.70
内用薬 2149046F1031 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベタン錠５０ｍｇ シオノギファー

マ
先発品 ○ 53.60

内用薬 2149046F1040 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＤＳＰ
Ｂ」

ＤＳファーマプ
ロモ

後発品 26.90

内用薬 2149046F1058 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 26.90
内用薬 2149046F1066 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 26.90
内用薬 2149046F1074 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン錠５０ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 26.90



内用薬 2149046F1082 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン錠５０ｍｇ「共創未
来」

共創未来ファー
マ

後発品 26.90

内用薬 2149046F1090 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 26.90

内用薬 2149046F1104 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.90
内用薬 2149046F1112 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 26.90
内用薬 2149046F1120 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 26.90
内用薬 2149046F1139 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 26.90
内用薬 2149046F1147 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 26.90 H30.12.14収載
内用薬 2149046F2020 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 アバプロ錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 102.30
内用薬 2149046F2038 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベタン錠１００ｍｇ シオノギファー

マ
先発品 ○ 101.60

内用薬 2149046F2046 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰ
Ｂ」

ＤＳファーマプ
ロモ

後発品 51.00

内用薬 2149046F2054 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 51.00
内用薬 2149046F2062 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 51.00
内用薬 2149046F2070 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠１００ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 51.00

内用薬 2149046F2089 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠１００ｍｇ「共創未
来」

共創未来ファー
マ

後発品 51.00

内用薬 2149046F2097 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 51.00

内用薬 2149046F2100 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 51.00

内用薬 2149046F2119 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 51.00

内用薬 2149046F2127 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 51.00

内用薬 2149046F2135 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 51.00

内用薬 2149046F2143 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 51.00 H30.12.14収載
内用薬 2149046F3026 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 アバプロ錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 157.80
内用薬 2149046F3034 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベタン錠２００ｍｇ シオノギファー

マ
先発品 ○ 154.90

内用薬 2149046F3042 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＤＳＰ
Ｂ」

ＤＳファーマプ
ロモ

後発品 76.60

内用薬 2149046F3050 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 76.60
内用薬 2149046F3069 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 76.60
内用薬 2149046F3077 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠２００ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 76.60

内用薬 2149046F3085 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠２００ｍｇ「共創未
来」

共創未来ファー
マ

後発品 76.60

内用薬 2149046F3093 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 76.60

内用薬 2149046F3107 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠２００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 76.60

内用薬 2149046F3115 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠２００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 76.60

内用薬 2149046F3123 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠２００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 76.60

内用薬 2149046F3131 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 76.60

内用薬 2149046F3140 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 76.60 H30.12.14収載
内用薬 2149046F4022 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 26.90

内用薬 2149046F4030 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 26.90 H30.6.15収載

内用薬 2149046F4049 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠５０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 26.90 H30.6.15収載

内用薬 2149046F5029 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 51.00

内用薬 2149046F5037 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 51.00 H30.6.15収載

内用薬 2149046F5045 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 51.00 H30.6.15収載

内用薬 2149046F6025 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 76.60

内用薬 2149046F6033 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠２００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 76.60 H30.6.15収載

内用薬 2149046F6041 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠２００ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 76.60 H30.6.15収載

内用薬 2149047F1028 アリスキレンフマル酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラジレス錠１５０ｍｇ オーファンパシ
フィック

先発品 125.00

内用薬 2149048F1022 アジルサルタン ２０ｍｇ１錠 アジルバ錠２０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 138.00
内用薬 2149048F2029 アジルサルタン ４０ｍｇ１錠 アジルバ錠４０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 206.80
内用薬 2149048F3025 アジルサルタン １０ｍｇ１錠 アジルバ錠１０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 92.30
内用薬 2149049F1027 エサキセレノン １．２５ｍｇ１錠 ミネブロ錠１．２５ｍｇ 第一三共 先発品 46.90 H31.2.26収載
内用薬 2149049F2023 エサキセレノン ２．５ｍｇ１錠 ミネブロ錠２．５ｍｇ 第一三共 先発品 89.90 H31.2.26収載
内用薬 2149049F3020 エサキセレノン ５ｍｇ１錠 ミネブロ錠５ｍｇ 第一三共 先発品 134.90 H31.2.26収載
内用薬 2149103F1031 ベンチルヒドロクロロチ

アジド・レセルピン配合
剤

１錠 ベハイドＲＡ配合錠 杏林製薬 5.60

内用薬 2149110F1015 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチ
アジド錠（１）

後発品 32.80

内用薬 2149110F1040 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 プレミネント配合錠ＬＤ ＭＳＤ 先発品 ○ 115.70

内用薬 2149110F1074 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 39.70

内用薬 2149110F1082 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 39.70

内用薬 2149110F1090 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＦＦＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 39.70

内用薬 2149110F1112 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＫＮ」 小林化工 後発品 39.70

内用薬 2149110F1155 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.70

内用薬 2149110F1163 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.70

内用薬 2149110F1171 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「アメル」 共和薬品工業 後発品 39.70

内用薬 2149110F1180 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「科研」 ダイト 後発品 39.70

内用薬 2149110F1201 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 39.70

内用薬 2149110F1210 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「サワイ」 沢井製薬 後発品 39.70

内用薬 2149110F1236 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「三和」 三和化学研究所 後発品 39.70

内用薬 2149110F1244 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「タカタ」 高田製薬 後発品 39.70

内用薬 2149110F1252 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「タナベ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 39.70

内用薬 2149110F1260 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 39.70

内用薬 2149110F1279 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.70

内用薬 2149110F1287 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「日医工」 日医工 後発品 39.70

内用薬 2149110F1295 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 39.70

内用薬 2149110F1317 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ファイザー」 ファイザー 後発品 39.70

内用薬 2149110F1325 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 39.70

内用薬 2149110F1333 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「モチダ」 持田製薬販売 後発品 39.70

内用薬 2149110F1341 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 39.70

内用薬 2149110F1350 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 39.70

内用薬 2149110F2011 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチ
アジド錠（２）

後発品 48.90

内用薬 2149110F2020 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 プレミネント配合錠ＨＤ ＭＳＤ 先発品 ○ 172.20

内用薬 2149110F2038 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 61.30

内用薬 2149110F2046 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 61.30

内用薬 2149110F2054 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＫＮ」 小林化工 後発品 61.30

内用薬 2149110F2070 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「三和」 三和化学研究所 後発品 61.30



内用薬 2149110F2089 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 61.30

内用薬 2149110F2100 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 61.30

内用薬 2149110F2119 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＦＦＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 61.30

内用薬 2149110F2127 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 61.30

内用薬 2149110F2151 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 61.30

内用薬 2149110F2160 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 61.30

内用薬 2149110F2178 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「アメル」 共和薬品工業 後発品 61.30

内用薬 2149110F2186 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「科研」 ダイト 後発品 61.30

内用薬 2149110F2194 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 61.30

内用薬 2149110F2208 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「サンド」 サンド 後発品 61.30

内用薬 2149110F2216 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「タナベ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 61.30

内用薬 2149110F2232 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「トーワ」 東和薬品 後発品 61.30

内用薬 2149110F2240 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「日医工」 日医工 後発品 61.30

内用薬 2149110F2259 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 61.30

内用薬 2149110F2275 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 61.30

内用薬 2149110F2283 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「モチダ」 持田製薬販売 後発品 61.30

内用薬 2149110F2291 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「サワイ」 沢井製薬 後発品 61.30

内用薬 2149110F2305 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「タカタ」 高田製薬 後発品 61.30

内用薬 2149110F2313 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ファイザー」 ファイザー 後発品 61.30

内用薬 2149110F2321 ロサルタンカリウム・ヒ
ドロクロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 61.30

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

１錠 局 エカード配合錠ＬＤ 武田テバ薬品 先発品 ○ 62.60

内用薬 2149111F1036 カンデサルタンシレキセ
チル・ヒドロクロロチア
ジド

１錠 局 カデチア配合錠ＬＤ「あすか」 あすか製薬 後発品 28.60

内用薬 2149111F1044 カンデサルタンシレキセ
チル・ヒドロクロロチア
ジド

１錠 局 カデチア配合錠ＬＤ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 28.60

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

１錠 局 エカード配合錠ＨＤ 武田テバ薬品 先発品 ○ 118.80

内用薬 2149111F2032 カンデサルタンシレキセ
チル・ヒドロクロロチア
ジド

１錠 局 カデチア配合錠ＨＤ「あすか」 あすか製薬 後発品 54.10

内用薬 2149111F2040 カンデサルタンシレキセ
チル・ヒドロクロロチア
ジド

１錠 局 カデチア配合錠ＨＤ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 54.10

内用薬 2149112F1022 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 コディオ配合錠ＭＤ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 98.40

内用薬 2149112F1030 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「サンド」 サンド 後発品 43.30

内用薬 2149112F1049 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 43.30

内用薬 2149112F1057 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 43.30

内用薬 2149112F1065 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 43.30

内用薬 2149112F1073 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「サワイ」 沢井製薬 後発品 43.30

内用薬 2149112F1081 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「タナベ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 43.30

内用薬 2149112F1090 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 43.30

内用薬 2149112F1103 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「トーワ」 東和薬品 後発品 43.30

内用薬 2149112F1111 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「日医工」 日医工 後発品 43.30

内用薬 2149112F2029 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 コディオ配合錠ＥＸ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 99.60

内用薬 2149112F2037 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「サンド」 サンド 後発品 43.80

内用薬 2149112F2045 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 43.80

内用薬 2149112F2053 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 43.80

内用薬 2149112F2061 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 43.80

内用薬 2149112F2070 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「サワイ」 沢井製薬 後発品 43.80

内用薬 2149112F2088 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「タナベ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 43.80

内用薬 2149112F2096 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 43.80

内用薬 2149112F2100 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「トーワ」 東和薬品 後発品 43.80

内用薬 2149112F2118 バルサルタン・ヒドロク
ロロチアジド

１錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「日医工」 日医工 後発品 43.80

内用薬 2149113F1019 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジ
ド錠（１）

後発品 27.20

内用薬 2149113F1027 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 ミコンビ配合錠ＡＰ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 112.40

内用薬 2149113F1035 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 テルチア配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 49.60

内用薬 2149113F1043 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 テルチア配合錠ＡＰ「サワイ」 沢井製薬 後発品 49.60

内用薬 2149113F1051 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 テルチア配合錠ＡＰ「武田テバ」 武田テバファー
マ

後発品 49.60

内用薬 2149113F1060 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 テルチア配合錠ＡＰ「トーワ」 東和薬品 後発品 49.60

内用薬 2149113F2015 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジ
ド錠（２）

後発品 40.40

内用薬 2149113F2023 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 ミコンビ配合錠ＢＰ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 163.70

内用薬 2149113F2031 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 テルチア配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 72.00

内用薬 2149113F2040 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 テルチア配合錠ＢＰ「サワイ」 沢井製薬 後発品 72.00

内用薬 2149113F2058 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 テルチア配合錠ＢＰ「武田テバ」 武田テバファー
マ

後発品 72.00

内用薬 2149113F2066 テルミサルタン・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 テルチア配合錠ＢＰ「トーワ」 東和薬品 後発品 72.00

内用薬 2149114F1013 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 バルサルタン・アムロジピンベシル酸
塩錠

後発品 25.80

内用薬 2149114F1021 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 エックスフォージ配合錠 ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 96.20

内用薬 2149114F1030 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 34.20

内用薬 2149114F1048 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「ＥＥ」 エルメッド 後発品 34.20

内用薬 2149114F1056 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「ＦＦＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 34.20

内用薬 2149114F1099 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.20

内用薬 2149114F1102 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「ＹＤ」 陽進堂 後発品 34.20

内用薬 2149114F1129 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「イセイ」 コーアイセイ 後発品 34.20

内用薬 2149114F1137 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 34.20

内用薬 2149114F1145 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「科研」 ダイト 後発品 34.20

内用薬 2149114F1161 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 34.20



内用薬 2149114F1170 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「サワイ」 沢井製薬 後発品 34.20

内用薬 2149114F1188 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「サンド」 サンド 後発品 34.20

内用薬 2149114F1196 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「タナベ」 ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 34.20

内用薬 2149114F1218 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「トーワ」 東和薬品 後発品 34.20

内用薬 2149114F1242 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「ニットー」 日東メディック 後発品 34.20

内用薬 2149114F1269 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合錠「ファイザー」 ファイザー 後発品 34.20

内用薬 2149114F2028 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 エックスフォージ配合ＯＤ錠 ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 96.20

内用薬 2149114F2036 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合ＯＤ錠「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.20

内用薬 2149114F2044 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合ＯＤ錠「日医工」 日医工 後発品 34.20

内用薬 2149114F2052 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合ＯＤ錠「ファイザー」 ダイト 後発品 34.20

内用薬 2149114F2060 バルサルタン・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 アムバロ配合ＯＤ錠「トーワ」 東和薬品 後発品 34.20

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

１錠 レザルタス配合錠ＬＤ 第一三共 先発品 68.60

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

１錠 レザルタス配合錠ＨＤ 第一三共 先発品 127.30

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

１錠 局 ユニシア配合錠ＬＤ 武田テバ薬品 先発品 ○ 116.00

内用薬 2149116F1039 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「あすか」 あすか製薬 後発品 49.90

内用薬 2149116F1047 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「サンド」 サンド 後発品 49.90

内用薬 2149116F1055 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「ニプロ」 ニプロ 後発品 49.90

内用薬 2149116F1063 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「武田テバ」 武田テバファー
マ

後発品 49.90

内用薬 2149116F1071 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 49.90

内用薬 2149116F1080 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「トーワ」 東和薬品 後発品 49.90

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

１錠 局 ユニシア配合錠ＨＤ 武田テバ薬品 先発品 ○ 116.60

内用薬 2149116F2035 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「あすか」 あすか製薬 後発品 49.10

内用薬 2149116F2043 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「サンド」 サンド 後発品 49.10

内用薬 2149116F2051 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「ニプロ」 ニプロ 後発品 49.10

内用薬 2149116F2060 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「武田テバ」 武田テバファー
マ

後発品 49.10

内用薬 2149116F2078 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 49.10

内用薬 2149116F2086 カンデサルタンシレキセ
チル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「トーワ」 東和薬品 後発品 49.10

内用薬 2149117F1017 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テルミサルタン・アムロジピンベシル
酸塩錠（１）

後発品 27.30

内用薬 2149117F1025 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 ミカムロ配合錠ＡＰ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 107.60

内用薬 2149117F1033 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 47.50

内用薬 2149117F1041 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「ＥＥ」 ニプロファーマ 後発品 47.50

内用薬 2149117F1050 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.50

内用薬 2149117F1068 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「武田テバ」 武田テバファー
マ

後発品 47.50

内用薬 2149117F1076 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.50

内用薬 2149117F1106 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 47.50

内用薬 2149117F2013 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テルミサルタン・アムロジピンベシル
酸塩錠（２）

後発品 40.90

内用薬 2149117F2021 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 ミカムロ配合錠ＢＰ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 162.80

内用薬 2149117F2030 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 72.00

内用薬 2149117F2048 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「ＥＥ」 ニプロファーマ 後発品 72.00

内用薬 2149117F2056 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「サワイ」 沢井製薬 後発品 72.00

内用薬 2149117F2064 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「武田テバ」 武田テバファー
マ

後発品 72.00

内用薬 2149117F2072 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「トーワ」 東和薬品 後発品 72.00

内用薬 2149117F2102 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 72.00

内用薬 2149118F1020 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 アイミクス配合錠ＬＤ 大日本住友製薬 先発品 ○ 115.80

内用薬 2149118F1038 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプ
ロモ

後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1046 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1054 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1062 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1070 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1089 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1097 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1100 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1119 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「サワイ」 沢井製薬 後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1127 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「サンド」 サンド 後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1135 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「三和」 ダイト 後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1143 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「武田テバ」 武田テバファー
マ

後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1151 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「トーワ」 東和薬品 後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1160 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「日医工」 日医工 後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F1178 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 46.30 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2026 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 アイミクス配合錠ＨＤ 大日本住友製薬 先発品 ○ 132.80

内用薬 2149118F2034 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプ
ロモ

後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2042 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2050 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2069 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2077 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 53.10 H30.6.15収載



内用薬 2149118F2085 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2093 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2107 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2115 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「サワイ」 沢井製薬 後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2123 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「サンド」 サンド 後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2131 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「三和」 ダイト 後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2140 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「武田テバ」 武田テバファー
マ

後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2158 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「トーワ」 東和薬品 後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2166 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「日医工」 日医工 後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149118F2174 イルベサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 53.10 H30.6.15収載

内用薬 2149119F1024 イルベサルタン・トリク
ロルメチアジド

１錠 イルトラ配合錠ＬＤ シオノギファー
マ

先発品 108.80

内用薬 2149119F2020 イルベサルタン・トリク
ロルメチアジド

１錠 イルトラ配合錠ＨＤ シオノギファー
マ

先発品 161.70

内用薬 2149120F1027 バルサルタン・シルニジ
ピン

１錠 アテディオ配合錠 ＥＡファーマ 先発品 111.10

内用薬 2149121F1021 アジルサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 ザクラス配合錠ＬＤ 武田薬品工業 先発品 122.00

内用薬 2149121F2028 アジルサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩

１錠 ザクラス配合錠ＨＤ 武田薬品工業 先発品 121.80

内用薬 2149122F1026 テルミサルタン・アムロ
ジピンベシル酸塩・ヒド
ロクロロチアジド

１錠 ミカトリオ配合錠 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 162.70

内用薬 2160002F1010 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩２ｍｇ錠 後発品 9.20
内用薬 2160002F1028 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 メトリジン錠２ｍｇ 大正製薬 先発品 ○ 31.00
内用薬 2160002F1036 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 アバルナート錠２ 東和薬品 後発品 12.80 H30.9.30まで
内用薬 2160002F1087 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 12.80
内用薬 2160002F1095 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 12.80

内用薬 2160002F1109 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.80
内用薬 2160002F1125 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 12.80
内用薬 2160002F2024 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 メトリジンＤ錠２ｍｇ 大正製薬 先発品 ○ 31.00
内用薬 2160003F1022 スマトリプタンコハク酸

塩
５０ｍｇ１錠 イミグラン錠５０ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 698.40

内用薬 2160003F1030 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 275.10 H31.3.31まで

内用薬 2160003F1049 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 275.10

内用薬 2160003F1057 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 275.10

内用薬 2160003F1065 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 275.10

内用薬 2160003F1073 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 275.10

内用薬 2160003F1081 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 275.10

内用薬 2160003F1090 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 275.10

内用薬 2160003F1103 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 275.10

内用薬 2160003F1111 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 275.10

内用薬 2160003F1120 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 275.10

内用薬 2160003F1138 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 275.10

内用薬 2160003F1146 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 275.10

内用薬 2160003F1154 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アスペ
ン」

アスペンジャパ
ン

後発品 275.10

内用薬 2160003S1020 スマトリプタンコハク酸
塩

５０ｍｇ２ｍＬ１包 スマトリプタン内用液５０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 890.90

内用薬 2160004F1027 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾーミッグ錠２．５ｍｇ 沢井製薬 先発品 ○ 730.30
内用薬 2160004F2023 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ 沢井製薬 先発品 ○ 730.30
内用薬 2160004F2031 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ

「ＪＧ」
日本ジェネリッ
ク

後発品 294.10

内用薬 2160004F2040 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 294.10

内用薬 2160004F2058 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 294.10

内用薬 2160004F2066 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 294.10

内用薬 2160004F2074 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 294.10

内用薬 2160004F2082 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 294.10

内用薬 2160004F2090 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 294.10

内用薬 2160005F1021 エレトリプタン臭化水素
酸塩

２０ｍｇ１錠 レルパックス錠２０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 704.40

内用薬 2160005F1030 エレトリプタン臭化水素
酸塩

２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 352.20 H30.12.14収載

内用薬 2160005F1048 エレトリプタン臭化水素
酸塩

２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 352.20 H30.12.14収載

内用薬 2160005F1056 エレトリプタン臭化水素
酸塩

２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 352.20 H30.12.14収載

内用薬 2160005F1064 エレトリプタン臭化水素
酸塩

２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 352.20 H30.12.14収載

内用薬 2160005F1072 エレトリプタン臭化水素
酸塩

２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 352.20 H30.12.14収載

内用薬 2160005F1080 エレトリプタン臭化水素
酸塩

２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 352.20 H30.12.14収載

内用薬 2160005F1099 エレトリプタン臭化水素
酸塩

２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 352.20 H30.12.14収載

内用薬 2160005F2028 エレトリプタン臭化水素
酸塩

２０ｍｇ１錠 エレトリプタンＯＤ錠２０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 352.20 H30.12.14収載

内用薬 2160006F1026 リザトリプタン安息香酸
塩

１０ｍｇ１錠 マクサルト錠１０ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 708.50

内用薬 2160006F2022 リザトリプタン安息香酸
塩

１０ｍｇ１錠 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 705.30

内用薬 2160006F2030 リザトリプタン安息香酸
塩

１０ｍｇ１錠 リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 281.50

内用薬 2160006F2049 リザトリプタン安息香酸
塩

１０ｍｇ１錠 リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 281.50

内用薬 2160006F2057 リザトリプタン安息香酸
塩

１０ｍｇ１錠 リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 281.50

内用薬 2160006F2065 リザトリプタン安息香酸
塩

１０ｍｇ１錠 リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 281.50

内用薬 2160007F1020 ナラトリプタン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アマージ錠２．５ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 866.10

内用薬 2171005F1068 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 コメリアンコーワ錠５０ 興和 先発品 ○ 9.70
内用薬 2171005F1270 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171005F1319 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2171005F1327 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60
内用薬 2171005F1335 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2171005F1343 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 5.60

内用薬 2171005F2021 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 コメリアンコーワ錠１００ 興和 先発品 ○ 14.50
内用薬 2171005F2099 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.80

内用薬 2171005F2137 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.80

内用薬 2171005F2145 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.80

内用薬 2171005F2153 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2171005F2161 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 5.80

内用薬 2171006F1224 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ヘルベッサー錠３０ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 11.20
内用薬 2171006F1283 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ヘマレキート錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2171006F1305 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 5.60

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

武田テバファー
マ

後発品 5.60 H31.3.31まで



内用薬 2171006F1321 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171006F1348 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2171006F1364 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171006F1372 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 2171006F2026 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ヘルベッサー錠６０ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 18.00
内用薬 2171006F2077 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 7.20 H31.3.31まで

内用薬 2171006F2107 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7.20

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

長生堂製薬 後発品 7.20

内用薬 2171006F2131 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ヘマレキート錠６０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 7.20
内用薬 2171006F2140 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 7.20

内用薬 2171006F2166 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 7.20

内用薬 2171006F2174 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 7.20 H31.3.31まで

内用薬 2171006N1067 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ 局 ルチアノンカプセルＲ１００ 佐藤薬品工業 後発品 22.40 R2.3.31まで
内用薬 2171006N1105 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ 局 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 30.30
内用薬 2171006N1148 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ

ル
局 ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００

ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 11.80

内用薬 2171006N1156 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ
ル

局 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１０
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 11.80

内用薬 2171006N1164 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ
ル

局 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１０
０ｍｇ「トーワ」

佐藤薬品工業 後発品 22.40 R1.6.14収載

内用薬 2171006N2039 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセ 局 ヘルベッサーＲカプセル２００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 60.00
内用薬 2171006N2055 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセ

ル
局 ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル２００

ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 24.00

内用薬 2171006N2063 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセ 局 ルチアノンカプセルＲ２００ 佐藤薬品工業 後発品 24.00 R2.3.31まで
内用薬 2171006N2071 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセ

ル
局 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル２０

０ｍｇ「日医工」
日医工 後発品 24.00

内用薬 2171006N2080 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセ
ル

局 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル２０
０ｍｇ「トーワ」

佐藤薬品工業 後発品 24.00 R1.6.14収載

内用薬 2171007F1210 トリメタジジン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 バスタレルＦ錠３ｍｇ 京都薬品工業 先発品 7.40
内用薬 2171008F1070 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ワソラン錠４０ｍｇ エーザイ 準先発品 ○ 7.10
内用薬 2171008F1088 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 6.30

内用薬 2171008F1096 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ホルミトール錠４０ｍｇ 寿製薬 後発品 6.30 H31.3.31まで
内用薬 2171008F1118 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 6.30
内用薬 2171008F1126 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 6.30

内用薬 2171010B1067 ジピリダモール １２．５％１ｇ ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 22.90
内用薬 2171010F1409 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ペルサンチン錠１２．５ｍｇ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

準先発品 ○ 5.90

内用薬 2171010F1425 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１２．５ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.70

内用薬 2171010F1433 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１２．５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 5.70

内用薬 2171010F2499 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ヨウリダモール錠２５ 陽進堂 後発品 5.70
内用薬 2171010F2553 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ペルサンチン錠２５ｍｇ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

準先発品 ○ 7.60

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

鶴原製薬 後発品 5.70

内用薬 2171010F2618 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 5.70

内用薬 2171010F2626 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.70
内用薬 2171010F2634 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.70
内用薬 2171010F2642 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.70
内用薬 2171010F3053 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ペルサンチン錠１００ｍｇ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 14.50

内用薬 2171010F3070 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 2171010F3088 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１００ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 2171010F3096 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.80
内用薬 2171010N1039 ジピリダモール １５０ｍｇ１カプセ

ル
ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ 日本ベーリン

ガーインゲルハ
イム

先発品 34.80

内用薬 2171011G1123 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 フランドル錠２０ｍｇ トーアエイヨー 先発品 ○ 13.80
内用薬 2171011G1182 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2171011G1190 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 2171011G1204 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 2171011N1050 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル ニトロールＲカプセル２０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 13.60
内用薬 2171011N1114 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル カリアントＳＲカプセル２０ｍｇ 全星薬品工業 後発品 5.80 R2.3.31まで
内用薬 2171011N1122 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル イソコロナールＲカプセル２０ｍｇ 佐藤薬品工業 後発品 5.80
内用薬 2171011N1130 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル 硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍ

ｇ「ＺＥ」
全星薬品工業 後発品 5.80 R1.6.14収載

内用薬 2171012C1037 トラピジル １０％１ｇ ロコルナール細粒１０％ 持田製薬 先発品 24.80
内用薬 2171012F1181 トラピジル ５０ｍｇ１錠 ロコルナール錠５０ｍｇ 持田製薬 先発品 ○ 12.40
内用薬 2171012F1203 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171012F1211 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2171012F1220 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2171012F1238 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2171012F2013 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル１００ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2171012F2315 トラピジル １００ｍｇ１錠 ロコルナール錠１００ｍｇ 持田製薬 先発品 ○ 15.50
内用薬 2171012F2382 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 11.00
内用薬 2171012F2390 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 2171013K1010 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 局 ニトログリセリン錠 15.10
内用薬 2171014C1044 ニフェジピン １％１ｇ 局 セパミット細粒１％ 日本ジェネリッ

ク
後発品 16.00

内用薬 2171014C1060 ニフェジピン １％１ｇ 局 ニフェジピン細粒１％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2171014C2032 ニフェジピン ２％１ｇ 局 セパミット－Ｒ細粒２％ 日本ジェネリッ

ク
先発品 33.00

内用薬 2171014F1083 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 カサンミル錠１０ｍｇ 全星薬品工業 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 2171014F1113 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2171014G1020 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠１０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 14.00
内用薬 2171014G1151 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ヘルラートＬ錠１０ 京都薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014G1232 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2171014G1259 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171014G1267 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60
内用薬 2171014G1275 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 5.60
内用薬 2171014G1283 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2171014G1291 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014G1305 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2171014G2026 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠２０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 14.80
内用薬 2171014G2140 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ヘルラートＬ錠２０ 京都薬品工業 後発品 5.80
内用薬 2171014G2280 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 2171014G2298 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 2171014G2301 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80
内用薬 2171014G2310 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 8.70
内用薬 2171014G2328 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 2171014G2336 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.80
内用薬 2171014G2344 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 5.80
内用薬 2171014G3022 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠１０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 15.70
内用薬 2171014G3049 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠１０ 全星薬品工業 後発品 6.40 H31.3.31まで
内用薬 2171014G3065 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 2171014G3081 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.40
内用薬 2171014G3090 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 7.90

内用薬 2171014G3103 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 6.40

内用薬 2171014G3111 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 6.40 H30.6.15収載
内用薬 2171014G3120 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 6.40 H30.6.15収載
内用薬 2171014G4029 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 26.90
内用薬 2171014G4045 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠２０ 全星薬品工業 後発品 11.70 H31.3.31まで



内用薬 2171014G4061 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 11.70

内用薬 2171014G4088 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 11.70
内用薬 2171014G4096 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 11.70

内用薬 2171014G4100 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 11.70

内用薬 2171014G4118 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 11.70 H30.6.15収載
内用薬 2171014G4126 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 11.70 H30.6.15収載
内用薬 2171014G5025 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 50.40
内用薬 2171014G5033 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠４０ 全星薬品工業 後発品 21.40 H31.3.31まで
内用薬 2171014G5068 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 21.40

内用薬 2171014G5084 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 21.40
内用薬 2171014G5092 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 25.80

内用薬 2171014G5106 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 21.40

内用薬 2171014G5114 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 21.40 H30.6.15収載
内用薬 2171014G5122 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 21.40 H30.6.15収載
内用薬 2171014M1104 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル アダラートカプセル５ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 12.70
内用薬 2171014M1120 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171014M1155 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル カサンミルカプセル５ｍｇ 全星薬品工業 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 2171014M1163 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 5.60
内用薬 2171014M1171 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「ＴＣ」 東洋カプセル 後発品 5.60
内用薬 2171014M1180 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2171014M2259 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル アダラートカプセル１０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 14.00
内用薬 2171014M2291 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171014M2305 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 5.60

内用薬 2171014M2313 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「Ｔ
Ｃ」

東洋カプセル 後発品 5.60

内用薬 2171014N1029 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル 局 セパミット－Ｒカプセル１０ 日本ジェネリッ
ク

先発品 ○ 12.90

内用薬 2171014N2025 ニフェジピン ２０ｍｇ１カプセル 局 セパミット－Ｒカプセル２０ 日本ジェネリッ
ク

先発品 ○ 14.80

内用薬 2171016F1015 硝酸イソソルビド ５ｍｇ１錠 局 硝酸イソソルビド錠 9.60
内用薬 2171017F1028 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 シグマート錠２．５ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 12.90
内用薬 2171017F1052 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 5.60
内用薬 2171017F1060 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60
内用薬 2171017F1087 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2171017F2024 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シグマート錠５ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 14.50
内用薬 2171017F2156 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 5.80
内用薬 2171017F2164 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80
内用薬 2171017F2172 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 2171018K1039 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 日本化薬 後発品 12.90
内用薬 2171019F1019 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン５ｍｇ錠 後発品 6.60
内用薬 2171019F1027 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 バイミカード錠５ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 25.80
内用薬 2171019F1094 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.30
内用薬 2171019F1108 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.30
内用薬 2171019F1124 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 11.30 H31.3.31まで

内用薬 2171019F2023 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 バイミカード錠１０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 48.30
内用薬 2171019F2074 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 25.40
内用薬 2171019F2082 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 17.60
内用薬 2171019F2090 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 17.60
内用薬 2171019F2104 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ニソルジピン錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 17.60 H31.3.31まで

内用薬 2171020F1011 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 ニトレンジピン５ｍｇ錠 後発品 9.60
内用薬 2171020F1020 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 バイロテンシン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 24.00
内用薬 2171020F1135 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ドスペロピン錠５ 東和薬品 後発品 9.60
内用薬 2171020F1178 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニルジピン錠５ キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.60 R2.3.31まで

内用薬 2171020F1186 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 バイニロード錠５ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 9.60
内用薬 2171020F1224 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.60
内用薬 2171020F1240 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60
内用薬 2171020F1259 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.60
内用薬 2171020F1275 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 9.60

内用薬 2171020F1291 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 9.60 R1.6.14収載

内用薬 2171020F2018 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 ニトレンジピン１０ｍｇ錠 後発品 9.90
内用薬 2171020F2026 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 バイロテンシン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 29.90
内用薬 2171020F2182 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 ニルジピン錠１０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.90 R2.3.31まで

内用薬 2171020F2190 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 バイニロード錠１０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 9.90
内用薬 2171020F2220 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠１０ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2171020F2255 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90
内用薬 2171020F2298 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.90 R1.6.14収載

内用薬 2171021F1024 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 コニール錠２ 協和キリン 先発品 ○ 23.80
内用薬 2171021F1032 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 9.90
内用薬 2171021F1067 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 13.20
内用薬 2171021F1075 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2171021F1083 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.90
内用薬 2171021F1091 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 9.90 H31.3.31まで
内用薬 2171021F1105 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.20
内用薬 2171021F1113 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 9.90
内用薬 2171021F1130 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 13.20
内用薬 2171021F1164 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 13.20
内用薬 2171021F1172 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 13.20

内用薬 2171021F1180 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 9.90
内用薬 2171021F1199 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 9.90
内用薬 2171021F1210 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.90 R2.3.31まで
内用薬 2171021F1229 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 9.90

内用薬 2171021F1237 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 13.20

内用薬 2171021F1245 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠２「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.90
内用薬 2171021F1253 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 13.20
内用薬 2171021F1261 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 13.20

内用薬 2171021F1270 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 9.90

内用薬 2171021F2020 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 コニール錠４ 協和キリン 先発品 ○ 41.50
内用薬 2171021F2047 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 17.30
内用薬 2171021F2101 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 21.90
内用薬 2171021F2110 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 17.30
内用薬 2171021F2128 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 17.30
内用薬 2171021F2136 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 17.30 H31.3.31まで
内用薬 2171021F2144 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 21.90
内用薬 2171021F2152 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 17.30
内用薬 2171021F2179 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.30
内用薬 2171021F2195 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 21.90
内用薬 2171021F2209 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 21.90

内用薬 2171021F2217 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 17.30
内用薬 2171021F2225 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 17.30
内用薬 2171021F2233 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 17.30

内用薬 2171021F2241 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 17.30 R2.3.31まで
内用薬 2171021F2250 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 17.30

内用薬 2171021F2268 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠４「ＮＰ」 ニプロ 後発品 17.30
内用薬 2171021F2276 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 21.90
内用薬 2171021F2284 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 21.90

内用薬 2171021F2292 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 17.30

内用薬 2171021F3019 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩８ｍｇ錠 後発品 22.20
内用薬 2171021F3027 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 コニール錠８ 協和キリン 先発品 ○ 85.10
内用薬 2171021F3035 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 33.90



内用薬 2171021F3043 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 33.90
内用薬 2171021F3078 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 47.90
内用薬 2171021F3086 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 47.90

内用薬 2171021F3094 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 47.90
内用薬 2171021F3108 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 33.90
内用薬 2171021F3116 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 47.90
内用薬 2171021F3124 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 33.90
内用薬 2171021F3132 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 33.90
内用薬 2171021F3159 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 33.90
内用薬 2171021F3167 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 33.90
内用薬 2171021F3191 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 33.90 R2.3.31まで
内用薬 2171021F3221 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 33.90

内用薬 2171021F3230 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 塩酸ベニジピン錠８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 33.90
内用薬 2171021F3248 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 47.90
内用薬 2171021F3264 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 47.90

内用薬 2171022F1010 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩２．５ｍｇ錠 後発品 9.90
内用薬 2171022F1029 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠２．５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 23.80
内用薬 2171022F1045 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 23.30
内用薬 2171022F1053 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 10.30
内用薬 2171022F1061 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド 後発品 10.30

内用薬 2171022F1088 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 10.30
内用薬 2171022F1096 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 10.30

内用薬 2171022F1100 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 10.30
内用薬 2171022F1134 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 10.30

内用薬 2171022F1169 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 10.30
内用薬 2171022F1177 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 コーアバイオ

テックベイ
後発品 10.30

内用薬 2171022F1185 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.30
内用薬 2171022F1193 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 10.30
内用薬 2171022F1207 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 10.30
内用薬 2171022F1215 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 10.30
内用薬 2171022F1231 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 10.30

内用薬 2171022F1240 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 10.30
内用薬 2171022F1266 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 12.40

内用薬 2171022F1282 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 10.30
内用薬 2171022F1304 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タイ

ヨー」
大興製薬 後発品 10.30

内用薬 2171022F1312 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 10.30
内用薬 2171022F1320 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 10.30

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

鶴原製薬 後発品 12.40

内用薬 2171022F1347 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 10.30
内用薬 2171022F1355 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.30
内用薬 2171022F1363 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 10.30
内用薬 2171022F1380 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 10.30

内用薬 2171022F1398 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 10.30
内用薬 2171022F1401 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 10.30

内用薬 2171022F1428 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 後発品 10.30 H31.3.31まで

内用薬 2171022F1436 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 12.40
内用薬 2171022F1444 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 10.30

内用薬 2171022F2017 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩５ｍｇ錠 後発品 12.90
内用薬 2171022F2025 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 43.40
内用薬 2171022F2041 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 42.40
内用薬 2171022F2050 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 18.70
内用薬 2171022F2068 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 後発品 18.70
内用薬 2171022F2084 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 22.70
内用薬 2171022F2092 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 18.70

内用薬 2171022F2106 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 18.70
内用薬 2171022F2122 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 18.70
内用薬 2171022F2130 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 18.70

内用薬 2171022F2165 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 18.70
内用薬 2171022F2173 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 コーアバイオ

テックベイ
後発品 18.70

内用薬 2171022F2181 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 18.70
内用薬 2171022F2190 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 22.70
内用薬 2171022F2203 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 18.70
内用薬 2171022F2211 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 18.70
内用薬 2171022F2238 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 18.70
内用薬 2171022F2246 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 18.70
内用薬 2171022F2262 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 22.70
内用薬 2171022F2289 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 18.70
内用薬 2171022F2300 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 18.70
内用薬 2171022F2319 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 18.70
内用薬 2171022F2327 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 18.70

内用薬 2171022F2335 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 18.70
内用薬 2171022F2343 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 18.70
内用薬 2171022F2351 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 18.70
内用薬 2171022F2360 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 18.70
内用薬 2171022F2386 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 18.70

内用薬 2171022F2408 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 18.70

内用薬 2171022F2424 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 後発品 18.70 H31.3.31まで
内用薬 2171022F2432 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 22.70
内用薬 2171022F2440 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 18.70

内用薬 2171022F3021 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 23.30
内用薬 2171022F3030 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 12.40

内用薬 2171022F3048 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 23.80
内用薬 2171022F3056 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリッ
ク

後発品 10.30

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

ニプロ 後発品 10.30

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

日新製薬（山
形）

後発品 10.30

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

辰巳化学 後発品 10.30

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

陽進堂 後発品 10.30

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

全星薬品工業 後発品 10.30

内用薬 2171022F3137 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 後発品 10.30

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

共和薬品工業 後発品 10.30

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

大興製薬 後発品 12.40

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

日本薬品工業 後発品 12.40

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

沢井製薬 後発品 10.30

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

サンド 後発品 10.30

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

高田製薬 後発品 10.30

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

日医工 後発品 10.30

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

シオノケミカル 後発品 10.30



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

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 10.30

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

エルメッド 後発品 10.30

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

小林化工 後発品 10.30

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

長生堂製薬 後発品 10.30

内用薬 2171022F3293 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 後発品 10.30 R2.3.31まで

内用薬 2171022F3307 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤフィルム２．５ｍｇ
「ＱＱ」

救急薬品工業 後発品 12.40

内用薬 2171022F3315 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 10.30 H31.3.31まで

内用薬 2171022F3323 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 10.30

内用薬 2171022F3331 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 10.30

内用薬 2171022F3340 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファー
マ

後発品 10.30 H30.6.15収載

内用薬 2171022F4028 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 42.40
内用薬 2171022F4036 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.70
内用薬 2171022F4044 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 43.40
内用薬 2171022F4052 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 18.70

内用薬 2171022F4079 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 18.70
内用薬 2171022F4087 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 18.70

内用薬 2171022F4095 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 18.70
内用薬 2171022F4117 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 18.70
内用薬 2171022F4125 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 22.70
内用薬 2171022F4133 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 22.70
内用薬 2171022F4141 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 18.70
内用薬 2171022F4150 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 大興製薬 後発品 22.70
内用薬 2171022F4168 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 22.70

内用薬 2171022F4176 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 18.70
内用薬 2171022F4184 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 18.70
内用薬 2171022F4206 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 18.70
内用薬 2171022F4214 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 18.70
内用薬 2171022F4222 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 18.70
内用薬 2171022F4230 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 18.70

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

エルメッド 後発品 18.70

内用薬 2171022F4265 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 18.70
内用薬 2171022F4273 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 18.70
内用薬 2171022F4290 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 18.70 R2.3.31まで
内用薬 2171022F4303 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ「Ｑ

Ｑ」
救急薬品工業 後発品 22.70

内用薬 2171022F4311 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 18.70 H31.3.31まで

内用薬 2171022F4320 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 18.70
内用薬 2171022F4338 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 18.70

内用薬 2171022F4346 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 18.70 H30.6.15収載

内用薬 2171022F5016 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩１０ｍｇ錠 後発品 13.90
内用薬 2171022F5024 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジン錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 65.10
内用薬 2171022F5032 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠１０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 65.70
内用薬 2171022F5040 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 後発品 34.40
内用薬 2171022F5059 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 27.80
内用薬 2171022F5067 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 34.40
内用薬 2171022F5075 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 34.40
内用薬 2171022F5105 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 27.80
内用薬 2171022F5113 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 34.40

内用薬 2171022F5130 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 27.80
内用薬 2171022F5148 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 34.40
内用薬 2171022F5156 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 34.40
内用薬 2171022F5164 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 27.80

内用薬 2171022F5172 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 34.40
内用薬 2171022F5180 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 34.40
内用薬 2171022F5199 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 27.80
内用薬 2171022F5202 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 34.40

内用薬 2171022F5210 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 27.80
内用薬 2171022F5229 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 27.80

内用薬 2171022F5245 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 27.80
内用薬 2171022F5253 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス

ファ
後発品 27.80

内用薬 2171022F5261 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 27.80
内用薬 2171022F5270 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 27.80

内用薬 2171022F5288 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 後発品 34.40
内用薬 2171022F5296 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 27.80
内用薬 2171022F5300 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 コーアバイオ

テックベイ
後発品 27.80

内用薬 2171022F5318 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 27.80
内用薬 2171022F5326 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 27.80
内用薬 2171022F5334 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 34.40
内用薬 2171022F5342 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 後発品 27.80
内用薬 2171022F5350 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 後発品 27.80
内用薬 2171022F6020 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジンＯＤ錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 65.10
内用薬 2171022F6039 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ノルバスクＯＤ錠１０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 65.70
内用薬 2171022F6047 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 34.40

内用薬 2171022F6055 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

エルメッド 後発品 34.40

内用薬 2171022F6063 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 27.80
内用薬 2171022F6071 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 27.80
内用薬 2171022F6080 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 27.80

内用薬 2171022F6098 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 34.40
内用薬 2171022F6101 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 34.40

内用薬 2171022F6110 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 27.80

内用薬 2171022F6128 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 34.40

内用薬 2171022F6136 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 27.80

内用薬 2171022F6144 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 27.80

内用薬 2171022F6152 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 27.80

内用薬 2171022F6160 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 27.80
内用薬 2171022F6179 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 27.80

内用薬 2171022F6187 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山
形）

後発品 27.80

内用薬 2171022F6195 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 後発品 27.80 R2.3.31まで

内用薬 2171022F6209 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 27.80
内用薬 2171022F6217 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 大興製薬 後発品 34.40
内用薬 2171022F6225 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 34.40

内用薬 2171022F6233 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 27.80 H31.3.31まで

内用薬 2171022F6241 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 後発品 27.80

内用薬 2171022F6250 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 27.80



内用薬 2171022F6268 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 27.80

内用薬 2171022F6276 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 後発品 27.80

内用薬 2171022F6284 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 27.80 H30.6.15収載

内用薬 2171022Q1070 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ
「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 15.80 H31.3.31まで

内用薬 2171022Q2077 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 後発品 30.30 H31.3.31まで

内用薬 2171023F1023 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 アイトロール錠１０ｍｇ トーアエイヨー 先発品 ○ 9.90
内用薬 2171023F1058 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 ソプレロール錠１０ｍｇ 日新製薬（山

形）
後発品 5.60 R2.3.31まで

内用薬 2171023F1066 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 タイシロール錠１０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 5.60 R2.3.31まで
内用薬 2171023F1074 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 5.60

内用薬 2171023F1082 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2171023F1090 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2171023F1104 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 5.60 R1.6.14収載

内用薬 2171023F2020 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 アイトロール錠２０ｍｇ トーアエイヨー 先発品 ○ 13.50
内用薬 2171023F2038 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 タイシロール錠２０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 7.60 R2.3.31まで
内用薬 2171023F2062 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 ソプレロール錠２０ｍｇ 日新製薬（山

形）
後発品 7.60 R2.3.31まで

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

武田テバファー
マ

後発品 7.60

内用薬 2171023F2127 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7.60

内用薬 2171023F2135 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 7.60

内用薬 2171023F2143 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 7.60 R1.6.14収載

内用薬 2172002F1053 イソクスプリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ズファジラン錠１０ｍｇ 第一三共 8.90
内用薬 2172006F1035 ヘプロニカート １００ｍｇ１錠 ヘプロニカート錠１００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 先発品 5.80
内用薬 2183001F1060 クリノフィブラート ２００ｍｇ１錠 リポクリン錠２００ 大日本住友製薬 先発品 12.90 R2.3.31まで
内用薬 2183002M1013 クロフィブラート ２５０ｍｇ１カプセ 局 クロフィブラートカプセル 8.50
内用薬 2183002M2010 クロフィブラート ５００ｍｇ１カプセ 局 クロフィブラートカプセル 9.60
内用薬 2183005G1013 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラート２００ｍｇ徐放錠 後発品 9.90
内用薬 2183005G1072 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザレックスＳＲ錠２００ メディサ新薬 後発品 13.30 R2.3.31まで
内用薬 2183005G1080 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベスタリットＬ錠２００ 武田テバファー

マ
後発品 9.90

内用薬 2183005G1099 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ミデナールＬ錠２００ シオノケミカル 後発品 9.90
内用薬 2183005G1234 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ キッセイ薬品工

業
先発品 ○ 25.00

内用薬 2183005G1269 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 9.90

内用薬 2183005G1285 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 2183005G1293 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 9.90

内用薬 2183005G1307 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 2183005G1323 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ
「ＡＦＰ」

メディサ新薬 後発品 13.30 R1.6.14収載

内用薬 2183005G2010 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート１００ｍｇ徐放錠 後発品 7.70
内用薬 2183005G2028 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ キッセイ薬品工

業
先発品 ○ 20.50

内用薬 2183005G2052 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザレックスＳＲ錠１００ メディサ新薬 後発品 9.90 R2.3.31まで
内用薬 2183005G2060 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベスタリットＬ錠１００ 武田テバファー

マ
後発品 9.90

内用薬 2183005G2133 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 2183005G2150 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 9.90

内用薬 2183005G2168 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 2183005G2184 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ
「ＡＦＰ」

メディサ新薬 後発品 9.90 R1.6.14収載

内用薬 2183006F3023 フェノフィブラート ５３．３ｍｇ１錠 リピディル錠５３．３ｍｇ あすか製薬 先発品 ○ 26.10
内用薬 2183006F3031 フェノフィブラート ５３．３ｍｇ１錠 トライコア錠５３．３ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 26.00
内用薬 2183006F3040 フェノフィブラート ５３．３ｍｇ１錠 フェノフィブラート錠５３．３ｍｇ

「武田テバ」
武田テバファー
マ

後発品 14.70

内用薬 2183006F4020 フェノフィブラート ８０ｍｇ１錠 リピディル錠８０ｍｇ あすか製薬 先発品 ○ 33.90
内用薬 2183006F4038 フェノフィブラート ８０ｍｇ１錠 トライコア錠８０ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 33.70
内用薬 2183006F4046 フェノフィブラート ８０ｍｇ１錠 フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田

テバ」
武田テバファー
マ

後発品 19.50

内用薬 2183006M3049 フェノフィブラート ６７ｍｇ１カプセル フェノフィブラートカプセル６７ｍｇ
「ＫＴＢ」

寿製薬 後発品 14.70

内用薬 2183006M4045 フェノフィブラート １００ｍｇ１カプセ
ル

フェノフィブラートカプセル１００ｍ
ｇ「ＫＴＢ」

寿製薬 後発品 19.40

内用薬 2183007F1025 ペマフィブラート ０．１ｍｇ１錠 パルモディア錠０．１ｍｇ 興和 先発品 33.90 H30.5.22収載
内用薬 2189001F1200 エラスターゼ １，８００単位１錠 エラスチーム錠１８００ エーザイ 先発品 ○ 13.80
内用薬 2189001F1226 エラスターゼ １，８００単位１錠 エルモナーゼ錠１８００ 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 2189003F1136 デキストラン硫酸ナトリ

ウム
１５０ｍｇ１錠 ＭＤＳコーワ錠１５０ 興和 5.80

内用薬 2189003F2035 デキストラン硫酸ナトリ
ウム

３００ｍｇ１錠 ＭＤＳコーワ錠３００ 興和 8.80

内用薬 2189004F1017 ニコモール ２００ｍｇ１錠 局 ニコモール錠 9.10
内用薬 2189005F1020 ニセリトロール １２５ｍｇ１錠 ペリシット錠１２５ｍｇ 三和化学研究所 先発品 7.90
内用薬 2189005F2026 ニセリトロール ２５０ｍｇ１錠 ペリシット錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 12.90
内用薬 2189006M1058 ポリエンホスファチジル

コリン
２５０ｍｇ１カプセ
ル

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

後発品 7.80

内用薬 2189008C1094 プロブコール ５０％１ｇ 局 シンレスタール細粒５０％ アルフレッサ
ファーマ

先発品 37.30

内用薬 2189008F1287 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 ロレルコ錠２５０ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 18.70
内用薬 2189008F1333 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 プロブコール錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 7.50
内用薬 2189008F1376 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 シンレスタール錠２５０ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 ○ 18.80

内用薬 2189008F1430 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 プロブコール錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.50
内用薬 2189008F1449 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 プロブコール錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 後発品 7.50
内用薬 2189008F1457 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 プロブコール錠２５０ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 7.50

内用薬 2189008F1465 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 プロブコール錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 7.50
内用薬 2189009R1032 コレスチラミン ４４．４％１ｇ クエストラン粉末４４．４％ サノフィ 先発品 10.50
内用薬 2189010C1032 プラバスタチンナトリウ

ム
０．５％１ｇ 局 メバロチン細粒０．５％ 第一三共 先発品 48.50

内用薬 2189010C1040 プラバスタチンナトリウ
ム

０．５％１ｇ 局 メバトルテ細粒０．５％ 武田テバ薬品 後発品 27.20 H31.3.31まで

内用薬 2189010C2020 プラバスタチンナトリウ
ム

１％１ｇ 局 メバロチン細粒１％ 第一三共 先発品 89.50

内用薬 2189010C2039 プラバスタチンナトリウ
ム

１％１ｇ 局 メバトルテ細粒１％ 武田テバ薬品 後発品 48.40 H31.3.31まで

内用薬 2189010F1012 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム５ｍｇ錠 後発品 10.50

内用薬 2189010F1039 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 メバロチン錠５ 第一三共 先発品 ○ 37.30

内用薬 2189010F1055 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 14.60

内用薬 2189010F1063 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５「ＫＮ」 小林化工 後発品 14.60

内用薬 2189010F1080 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠「陽進」
５ｍｇ

陽進堂 後発品 14.60

内用薬 2189010F1098 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 メバトルテ錠５ 武田テバ薬品 後発品 14.60 H31.3.31まで

内用薬 2189010F1144 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 メバレクト錠５ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 14.60

内用薬 2189010F1241 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「チョー
セイ」

長生堂製薬 後発品 14.60

内用薬 2189010F1250 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 14.60

内用薬 2189010F1284 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 メバリリン錠５ ケミックス 後発品 14.60 H31.3.31まで

内用薬 2189010F1292 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 14.60

内用薬 2189010F1322 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 14.60

内用薬 2189010F1330 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 14.60

内用薬 2189010F1349 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 21.90



内用薬 2189010F1357 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 14.60

内用薬 2189010F1365 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 14.60

内用薬 2189010F1373 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 14.60

内用薬 2189010F1390 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＥＥ」 サンノーバ 後発品 14.60

内用薬 2189010F1403 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 14.60

内用薬 2189010F1411 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 後発品 14.60

内用薬 2189010F1420 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 14.60

内用薬 2189010F1438 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山
形）

後発品 14.60

内用薬 2189010F1446 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム塩錠５ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 14.60

内用薬 2189010F1454 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 14.60

内用薬 2189010F1470 プラバスタチンナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＣＭ
Ｘ」

ケミックス 後発品 14.60 H30.6.15収載

内用薬 2189010F2019 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム１０ｍｇ錠 後発品 18.10

内用薬 2189010F2027 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 メバロチン錠１０ 第一三共 先発品 ○ 70.50

内用薬 2189010F2043 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 28.80

内用薬 2189010F2060 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０「ＫＮ」 小林化工 後発品 28.80

内用薬 2189010F2094 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠「陽進」
１０ｍｇ

陽進堂 後発品 28.80

内用薬 2189010F2167 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 メバレクト錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 28.80

内用薬 2189010F2272 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「チョーセイ」

長生堂製薬 後発品 28.80

内用薬 2189010F2302 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 28.80

内用薬 2189010F2345 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 28.80

内用薬 2189010F2353 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 28.80

内用薬 2189010F2361 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 39.80

内用薬 2189010F2370 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 28.80

内用薬 2189010F2388 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 28.80

内用薬 2189010F2396 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 28.80

内用薬 2189010F2418 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

サンノーバ 後発品 28.80

内用薬 2189010F2426 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 28.80

内用薬 2189010F2434 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 後発品 28.80

内用薬 2189010F2450 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山
形）

後発品 28.80

内用薬 2189010F2469 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム塩錠１０ｍ
ｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 28.80

内用薬 2189010F2477 プラバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 28.80

内用薬 2189011F1017 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン５ｍｇ錠 後発品 21.20
内用薬 2189011F1025 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 リポバス錠５ ＭＳＤ 先発品 ○ 81.80
内用薬 2189011F1050 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 34.60
内用薬 2189011F1076 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 ラミアン錠５ｍｇ あすか製薬 後発品 52.60 H31.3.31まで
内用薬 2189011F1181 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 34.60
内用薬 2189011F1190 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 52.60
内用薬 2189011F1203 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 34.60
内用薬 2189011F1220 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 34.60
内用薬 2189011F1238 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 34.60
内用薬 2189011F1246 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 34.60
内用薬 2189011F1254 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 34.60
内用薬 2189011F1289 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 52.60 H30.6.15収載
内用薬 2189011F2013 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン１０ｍｇ錠 後発品 47.80
内用薬 2189011F2021 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 リポバス錠１０ ＭＳＤ 先発品 ○ 181.50
内用薬 2189011F2056 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 リポザート錠１０ 武田テバファー

マ
後発品 74.40 R1.9.30まで

内用薬 2189011F2080 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 74.40
内用薬 2189011F2145 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 74.40

内用薬 2189011F2153 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 74.40
内用薬 2189011F2170 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 93.20
内用薬 2189011F2188 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 ラミアン錠１０ｍｇ あすか製薬 後発品 93.20 H31.3.31まで
内用薬 2189011F2196 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 74.40
内用薬 2189011F2200 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 74.40
内用薬 2189011F2218 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 74.40
内用薬 2189011F2242 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 93.20 H30.6.15収載
内用薬 2189011F2250 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「武田テ

バ」
武田テバファー
マ

後発品 74.40 H30.12.14収載

内用薬 2189011F3028 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 リポバス錠２０ ＭＳＤ 先発品 ○ 344.50
内用薬 2189011F3052 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 133.50
内用薬 2189011F3060 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 133.50

内用薬 2189011F3079 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 133.50
内用薬 2189011F3095 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 133.50
内用薬 2189011F3109 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 133.50
内用薬 2189011F3133 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 133.50

内用薬 2189011F3141 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 133.50
内用薬 2189011F3150 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「Ｎｉｋ

Ｐ」
日医工ファーマ 後発品 133.50

内用薬 2189011F3168 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 リポザート錠２０ 武田テバファー
マ

後発品 133.50 R1.9.30まで

内用薬 2189011F3176 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 ラミアン錠２０ｍｇ あすか製薬 後発品 133.50 H31.3.31まで
内用薬 2189011F3184 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 184.50
内用薬 2189011F3192 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 133.50
内用薬 2189011F3206 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 133.50

内用薬 2189011F3214 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 133.50 H30.6.15収載
内用薬 2189011F3222 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「武田テ

バ」
武田テバファー
マ

後発品 133.50 H30.12.14収載

内用薬 2189012F1020 フルバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ローコール錠１０ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 31.90

内用薬 2189012F1038 フルバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 16.90

内用薬 2189012F1046 フルバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 16.90

内用薬 2189012F1054 フルバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 16.90

内用薬 2189012F1062 フルバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 16.90

内用薬 2189012F2026 フルバスタチンナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ローコール錠２０ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 56.50

内用薬 2189012F2034 フルバスタチンナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 31.70

内用薬 2189012F2042 フルバスタチンナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 31.70

内用薬 2189012F2050 フルバスタチンナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 31.70

内用薬 2189012F2069 フルバスタチンナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 31.70

内用薬 2189012F3022 フルバスタチンナトリウ
ム

３０ｍｇ１錠 ローコール錠３０ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 80.10

内用薬 2189012F3030 フルバスタチンナトリウ
ム

３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 46.00

内用薬 2189012F3049 フルバスタチンナトリウ
ム

３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 46.00

内用薬 2189012F3057 フルバスタチンナトリウ
ム

３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 46.00

内用薬 2189012F3065 フルバスタチンナトリウ
ム

３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 後発品 46.00



内用薬 2189014D2024 コレスチミド ８３％１ｇ 局 コレバインミニ８３％ 田辺三菱製薬 先発品 47.20
内用薬 2189014F1029 コレスチミド ５００ｍｇ１錠 局 コレバイン錠５００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 28.40
内用薬 2189015F1015 アトルバスタチンカルシ

ウム水和物
５ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム５ｍｇ錠 後発品 11.70

内用薬 2189015F1023 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 リピトール錠５ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 46.40

内用薬 2189015F1031 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 19.10

内用薬 2189015F1040 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 19.10

内用薬 2189015F1058 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 19.10

内用薬 2189015F1066 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 19.10

内用薬 2189015F1074 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 19.10

内用薬 2189015F1082 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 19.10

内用薬 2189015F1090 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 19.10

内用薬 2189015F1104 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2189015F1112 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2189015F1139 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「モチダ」 ニプロファーマ 後発品 19.10

内用薬 2189015F1147 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 19.10

内用薬 2189015F1155 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 19.10

内用薬 2189015F1163 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 19.10

内用薬 2189015F1171 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 19.10

内用薬 2189015F1198 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山
形）

後発品 19.10

内用薬 2189015F1201 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 23.70

内用薬 2189015F1210 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 19.10

内用薬 2189015F1228 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 19.10

内用薬 2189015F1236 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 後発品 19.10

内用薬 2189015F2011 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム１０ｍｇ
錠

後発品 24.40

内用薬 2189015F2020 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 リピトール錠１０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 88.20

内用薬 2189015F2038 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 37.20

内用薬 2189015F2046 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 37.20

内用薬 2189015F2054 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 37.20

内用薬 2189015F2070 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 37.20

内用薬 2189015F2089 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 37.20

内用薬 2189015F2097 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 37.20

内用薬 2189015F2100 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 37.20

内用薬 2189015F2119 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 37.20

内用薬 2189015F2135 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「モチ
ダ」

ニプロファーマ 後発品 37.20

内用薬 2189015F2143 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 37.20

内用薬 2189015F2151 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＳ
Ｕ」

鶴原製薬 後発品 37.20

内用薬 2189015F2160 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 37.20

内用薬 2189015F2178 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 37.20

内用薬 2189015F2194 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山
形）

後発品 37.20

内用薬 2189015F2208 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 後発品 45.70

内用薬 2189015F2216 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 37.20

内用薬 2189015F2224 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 37.20

内用薬 2189015F2232 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 後発品 37.20

内用薬 2189015F3026 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 19.10

内用薬 2189015F4022 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 37.20

内用薬 2189015F5029 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

２０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠２０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 52.80

内用薬 2189016F1010 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム１ｍｇ錠
（１）

後発品 15.50

内用薬 2189016F1028 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 リバロ錠１ｍｇ 興和 先発品 ○ 52.80

内用薬 2189016F1036 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 19.10

内用薬 2189016F1044 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 19.10

内用薬 2189016F1052 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 19.10

内用薬 2189016F1060 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 19.10

内用薬 2189016F1079 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 19.10

内用薬 2189016F1087 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 19.10

内用薬 2189016F1095 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2189016F1109 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 19.10

内用薬 2189016F1125 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 19.10

内用薬 2189016F1133 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 19.10

内用薬 2189016F1141 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 19.10

内用薬 2189016F1150 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 19.10

内用薬 2189016F1168 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 19.10

内用薬 2189016F1176 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 27.40

内用薬 2189016F1184 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 19.10

内用薬 2189016F1192 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 27.40

内用薬 2189016F1206 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 19.10

内用薬 2189016F1214 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 19.10

内用薬 2189016F1222 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 19.10

内用薬 2189016F1230 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 19.10

内用薬 2189016F1249 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 19.10

内用薬 2189016F1257 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 19.10

内用薬 2189016F1265 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ
「モチダ」

持田製薬販売 後発品 19.10

内用薬 2189016F1273 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 19.10

内用薬 2189016F1281 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 19.10

内用薬 2189016F1290 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ
「ＫＯＧ」

テイカ製薬 後発品 19.10



内用薬 2189016F2024 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 リバロ錠２ｍｇ 興和 先発品 ○ 99.70

内用薬 2189016F2032 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 35.90

内用薬 2189016F2040 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 35.90

内用薬 2189016F2059 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 35.90

内用薬 2189016F2067 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 35.90

内用薬 2189016F2075 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 35.90

内用薬 2189016F2083 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 35.90

内用薬 2189016F2091 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 35.90

内用薬 2189016F2105 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 35.90

内用薬 2189016F2113 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 35.90

内用薬 2189016F2121 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 35.90

内用薬 2189016F2130 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 35.90

内用薬 2189016F2148 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 35.90

内用薬 2189016F2156 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 35.90

内用薬 2189016F2164 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 35.90

内用薬 2189016F2172 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 35.90

内用薬 2189016F2180 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 35.90

内用薬 2189016F2199 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 35.90

内用薬 2189016F2202 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 35.90

内用薬 2189016F2210 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 35.90

内用薬 2189016F2229 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 35.90

内用薬 2189016F2237 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 35.90

内用薬 2189016F2245 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 35.90

内用薬 2189016F2253 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 35.90

内用薬 2189016F2261 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ
「モチダ」

持田製薬販売 後発品 35.90

内用薬 2189016F2270 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 35.90

内用薬 2189016F2288 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 35.90

内用薬 2189016F2296 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ
「ＫＯＧ」

テイカ製薬 後発品 35.90

内用薬 2189016F3012 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム４ｍｇ錠 後発品 44.90

内用薬 2189016F3020 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 リバロ錠４ｍｇ 興和 先発品 ○ 185.70

内用薬 2189016F3039 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 72.90

内用薬 2189016F3047 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 72.90

内用薬 2189016F3055 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 72.90

内用薬 2189016F3063 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 72.90

内用薬 2189016F3071 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 72.90

内用薬 2189016F3080 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 72.90

内用薬 2189016F3098 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 72.90

内用薬 2189016F3101 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 72.90

内用薬 2189016F3110 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 72.90

内用薬 2189016F3128 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 72.90

内用薬 2189016F3144 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 101.30

内用薬 2189016F3160 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ
「モチダ」

持田製薬販売 後発品 72.90

内用薬 2189016F3187 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 72.90

内用薬 2189016F3195 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 72.90

内用薬 2189016F3209 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 72.90

内用薬 2189016F3217 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 72.90

内用薬 2189016F3225 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 72.90

内用薬 2189016F3233 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 72.90

内用薬 2189016F3241 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 101.30

内用薬 2189016F3250 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 72.90

内用薬 2189016F3276 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 72.90

内用薬 2189016F3292 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ
「ＫＯＧ」

テイカ製薬 後発品 72.90

内用薬 2189016F4019 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム１ｍｇ錠
（２）

後発品 15.50

内用薬 2189016F4027 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 リバロＯＤ錠１ｍｇ 興和 先発品 ○ 52.80

内用薬 2189016F4035 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 19.10

内用薬 2189016F4043 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 19.10

内用薬 2189016F4051 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 19.10

内用薬 2189016F4060 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 19.10

内用薬 2189016F4078 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「ＪＧ」

ダイト 後発品 19.10

内用薬 2189016F4094 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 19.10

内用薬 2189016F4108 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠１ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 19.10

内用薬 2189016F4116 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠１ｍ
ｇ「ＫＯＧ」

テイカ製薬 後発品 19.10 H30.12.14収載

内用薬 2189016F5015 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム２ｍｇ錠 後発品 27.70

内用薬 2189016F5023 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 リバロＯＤ錠２ｍｇ 興和 先発品 ○ 99.70

内用薬 2189016F5031 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 35.90

内用薬 2189016F5040 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 35.90

内用薬 2189016F5058 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 35.90

内用薬 2189016F5066 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 35.90

内用薬 2189016F5074 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「ＪＧ」

ダイト 後発品 35.90

内用薬 2189016F5090 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 35.90

内用薬 2189016F5104 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 35.90



内用薬 2189016F5112 ピタバスタチンカルシウ
ム

２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍ
ｇ「ＫＯＧ」

テイカ製薬 後発品 35.90 H30.12.14収載

内用薬 2189016F6020 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 リバロＯＤ錠４ｍｇ 興和 先発品 ○ 185.70

内用薬 2189016F6038 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 72.90

内用薬 2189016F6046 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 72.90

内用薬 2189016F6054 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 72.90

内用薬 2189016F6062 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ
「ＪＧ」

ダイト 後発品 72.90

内用薬 2189016F6070 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 72.90

内用薬 2189016F6089 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 72.90

内用薬 2189016F6097 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠４ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 72.90

内用薬 2189016F6100 ピタバスタチンカルシウ
ム

４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠４ｍ
ｇ「ＫＯＧ」

テイカ製薬 後発品 72.90 H30.12.14収載

内用薬 2189017F1022 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 クレストール錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 57.60

内用薬 2189017F1030 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 21.70

内用薬 2189017F1049 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 21.70

内用薬 2189017F1057 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 21.70

内用薬 2189017F1065 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 21.70

内用薬 2189017F1073 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 21.70

内用薬 2189017F1081 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 21.70

内用薬 2189017F1090 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 21.70

内用薬 2189017F1103 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 21.70

内用薬 2189017F1111 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 21.70

内用薬 2189017F1120 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「共創未
来」

共創未来ファー
マ

後発品 21.70

内用薬 2189017F1138 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 21.70

内用薬 2189017F1146 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 21.70

内用薬 2189017F1154 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 21.70

内用薬 2189017F1162 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 21.70

内用薬 2189017F1170 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 21.70

内用薬 2189017F1189 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ゼリ
ア」

日本薬品工業 後発品 21.70

内用薬 2189017F1197 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 21.70

内用薬 2189017F1200 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 21.70

内用薬 2189017F1219 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 21.70

内用薬 2189017F1227 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 21.70

内用薬 2189017F1235 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 21.70

内用薬 2189017F1243 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 21.70

内用薬 2189017F1251 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 21.70

内用薬 2189017F1260 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 21.70 H30.6.15収載

内用薬 2189017F1278 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「フェル
ゼン」

フェルゼン
ファーマ

後発品 21.70 H30.12.14収載

内用薬 2189017F2029 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 クレストール錠５ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 110.30

内用薬 2189017F2037 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 41.40

内用薬 2189017F2045 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 41.40

内用薬 2189017F2053 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 41.40

内用薬 2189017F2061 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 41.40

内用薬 2189017F2070 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 41.40

内用薬 2189017F2088 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 41.40

内用薬 2189017F2096 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.40

内用薬 2189017F2100 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 41.40

内用薬 2189017F2118 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 41.40

内用薬 2189017F2126 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「共創未来」 共創未来ファー
マ

後発品 41.40

内用薬 2189017F2134 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 41.40

内用薬 2189017F2142 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 41.40

内用薬 2189017F2150 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 41.40

内用薬 2189017F2169 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 41.40

内用薬 2189017F2177 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 41.40

内用薬 2189017F2185 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ゼリア」 日本薬品工業 後発品 41.40

内用薬 2189017F2193 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 41.40

内用薬 2189017F2207 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「武田テバ」 武田テバ薬品 後発品 41.40

内用薬 2189017F2215 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 41.40

内用薬 2189017F2223 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 41.40

内用薬 2189017F2231 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 41.40

内用薬 2189017F2240 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 41.40

内用薬 2189017F2258 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 41.40

内用薬 2189017F2266 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 41.40 H30.6.15収載

内用薬 2189017F2274 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「フェルゼ
ン」

フェルゼン
ファーマ

後発品 41.40 H30.12.14収載

内用薬 2189017F3025 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 57.60

内用薬 2189017F3033 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 21.70

内用薬 2189017F3041 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド 後発品 21.70

内用薬 2189017F3050 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 21.70

内用薬 2189017F3068 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 21.70

内用薬 2189017F3076 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 21.70

内用薬 2189017F3084 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 21.70

内用薬 2189017F3092 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 後発品 21.70

内用薬 2189017F3106 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 21.70

内用薬 2189017F3114 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「科
研」

ダイト 後発品 21.70

内用薬 2189017F3122 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「共
創未来」

共創未来ファー
マ

後発品 21.70



内用薬 2189017F3130 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケ
ミファ」

日本ケミファ 後発品 21.70

内用薬 2189017F3149 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 21.70

内用薬 2189017F3157 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 21.70

内用薬 2189017F3165 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 21.70

内用薬 2189017F3173 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 21.70

内用薬 2189017F3181 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 21.70

内用薬 2189017F3190 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ニ
プロ」

ニプロ 後発品 21.70 H30.6.15収載

内用薬 2189017F4021 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 クレストールＯＤ錠５ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 110.30

内用薬 2189017F4030 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 41.40

内用薬 2189017F4048 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 41.40

内用薬 2189017F4056 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 41.40

内用薬 2189017F4064 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 41.40

内用薬 2189017F4072 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 41.40

内用薬 2189017F4080 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 41.40

内用薬 2189017F4099 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 41.40

内用薬 2189017F4102 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 41.40

内用薬 2189017F4110 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 41.40

内用薬 2189017F4129 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「共創未
来」

共創未来ファー
マ

後発品 41.40

内用薬 2189017F4137 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 41.40

内用薬 2189017F4145 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 41.40

内用薬 2189017F4153 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 41.40

内用薬 2189017F4161 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 41.40

内用薬 2189017F4170 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 41.40

内用薬 2189017F4188 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 41.40

内用薬 2189017F4196 ロスバスタチンカルシウ
ム

５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 41.40 H30.6.15収載

内用薬 2189017F5028 ロスバスタチンカルシウ
ム

１０ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 48.70

内用薬 2189017F5036 ロスバスタチンカルシウ
ム

１０ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 48.70

内用薬 2189017F6024 ロスバスタチンカルシウ
ム

１０ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 48.70

内用薬 2189018F1027 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 ゼチーア錠１０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 177.00
内用薬 2189019M1020 オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 ロトリガ粒状カプセル２ｇ 武田薬品工業 先発品 244.50
内用薬 2189020M1023 ロミタピドメシル酸塩 ５ｍｇ１カプセル ジャクスタピッドカプセル５ｍｇ レコルダティ・

レア・ディシー
ズ・ジャパン

先発品 79,684.80

内用薬 2189020M2020 ロミタピドメシル酸塩 １０ｍｇ１カプセル ジャクスタピッドカプセル１０ｍｇ レコルダティ・
レア・ディシー
ズ・ジャパン

先発品 91,128.00

内用薬 2189020M3026 ロミタピドメシル酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ジャクスタピッドカプセル２０ｍｇ レコルダティ・
レア・ディシー
ズ・ジャパン

先発品 103,739.80

内用薬 2189101F1020 エゼチミブ・アトルバス
タチンカルシウム水和物

１錠 アトーゼット配合錠ＬＤ ＭＳＤ 先発品 177.00 H30.4.18収載

内用薬 2189101F2026 エゼチミブ・アトルバス
タチンカルシウム水和物

１錠 アトーゼット配合錠ＨＤ ＭＳＤ 先発品 177.00 H30.4.18収載

内用薬 2189102F1024 エゼチミブ・ロスバスタ
チンカルシウム

１錠 ロスーゼット配合錠ＬＤ ＭＳＤ 先発品 177.00 R1.5.22収載

内用薬 2189102F2020 エゼチミブ・ロスバスタ
チンカルシウム

１錠 ロスーゼット配合錠ＨＤ ＭＳＤ 先発品 177.00 R1.5.22収載

内用薬 2190003F1170 メクロフェノキサート塩
酸塩

１００ｍｇ１錠 ルシドリール錠１００ｍｇ 共和薬品工業 先発品 9.60

内用薬 2190004F1034 ガンマーアミノ酪酸 ２５０ｍｇ１錠 ガンマロン錠２５０ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

5.80

内用薬 2190005C1040 イフェンプロジル酒石酸
塩

４％１ｇ 局 セロクラール細粒４％ サノフィ 先発品 19.80

内用薬 2190005C1067 イフェンプロジル酒石酸
塩

４％１ｇ 局 イフェンプロジル酒石酸塩細粒４％
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 7.90 R2.3.31まで

内用薬 2190005F1020 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 アポノール錠１０ あすか製薬 後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 2190005F1225 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 セロクラール錠１０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 8.50

内用薬 2190005F1276 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2190005F1284 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2190005F1292 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190005F1306 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2190005F1314 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2190005F1322 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2190005F1330 イフェンプロジル酒石酸
塩

１０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ
「あすか」

あすか製薬 後発品 5.60 H30.6.15収載

内用薬 2190005F2027 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 アポノール錠２０ あすか製薬 後発品 5.80 H31.3.31まで

内用薬 2190005F2051 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 セロクラール錠２０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 12.30

内用薬 2190005F2175 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.80

内用薬 2190005F2183 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 5.80

内用薬 2190005F2191 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.80

内用薬 2190005F2205 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 2190005F2213 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2190005F2221 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 2190005F2230 イフェンプロジル酒石酸
塩

２０ｍｇ１錠 局 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ
「あすか」

あすか製薬 後発品 5.80 H30.6.15収載

内用薬 2190006C1037 トコフェロールニコチン
酸エステル

４０％１ｇ ユベラＮ細粒４０％ エーザイ 20.80

内用薬 2190006M1156 トコフェロールニコチン
酸エステル

１００ｍｇ１カプセ
ル

ユベラＮカプセル１００ｍｇ エーザイ 準先発品 ○ 5.80

内用薬 2190006M1202 トコフェロールニコチン
酸エステル

１００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロールニコチン酸エステルカ
プセル１００ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.40

内用薬 2190006M1210 トコフェロールニコチン
酸エステル

１００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロールニコチン酸エステルカ
プセル１００ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.40

内用薬 2190006M2110 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセ
ル

ニコ２００ソフトカプセル 堀井薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2190006M2179 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセ
ル

ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ エーザイ 準先発品 ○ 9.70

内用薬 2190006M2195 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセ
ル

ＮＥソフトカプセル２００ｍｇ 東洋カプセル 後発品 5.60 R2.3.31まで

内用薬 2190006M2217 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロールニコチン酸エステルカ
プセル２００ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2190006M2225 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロールニコチン酸エステルカ
プセル２００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2190006M2233 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロールニコチン酸エステルカ
プセル２００ｍｇ「日医工」

日医工ファーマ 後発品 5.60

内用薬 2190006M2241 トコフェロールニコチン
酸エステル

２００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロールニコチン酸エステルカ
プセル２００ｍｇ「ＴＣ」

東洋カプセル 後発品 5.60 R1.6.14収載

内用薬 2190009A1030 ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム

１ｇ 局 カリセラム－Ｎａ末 扶桑薬品工業 後発品 13.00

内用薬 2190009A1048 ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム

１ｇ 局 ケイキサレート散 鳥居薬品 先発品 ○ 17.10

内用薬 2190009R1025 ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム

７６％１ｇ ケイキサレートドライシロップ７６％ 鳥居薬品 先発品 15.10



内用薬 2190016B1035 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

９６．７％１ｇ カリエードプラス散（分包）９６．
７％

東洋製薬化成 後発品 12.60

内用薬 2190016D1028 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

８９．２９％１ｇ アーガメイト８９．２９％顆粒５．６
ｇ

三和化学研究所 後発品 12.90

内用薬 2190016Q2026 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

２０％２５ｇ１個 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 三和化学研究所 後発品 80.70

内用薬 2190016R2021 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

９２．５９％１ｇ カリメートドライシロップ９２．５
９％

興和 15.10

内用薬 2190016S1027 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

２０％２５ｇ１包 カリメート経口液２０％ 興和 準先発品 ○ 82.50

内用薬 2190016X1016 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 12.50

内用薬 2190016X1059 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリセラム末 扶桑薬品工業 14.20

内用薬 2190016X1105 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリメート散 興和 14.20

内用薬 2190016X1113 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリエード散 東洋製薬化成 14.60

内用薬 2190021B1095 ニセルゴリン １％１ｇ 局 サアミオン散１％ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 40.00
内用薬 2190021C1058 ニセルゴリン １％１ｇ 局 ニセルゴリン細粒１％「サワイ」 沢井製薬 後発品 16.00
内用薬 2190021F1348 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サアミオン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 24.00
内用薬 2190021F1364 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60
内用薬 2190021F1380 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 マリレオンＮ錠５ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 9.60 H31.3.31まで
内用薬 2190021F1437 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60
内用薬 2190021F1445 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.60
内用薬 2190021F1453 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60
内用薬 2190021F1461 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 9.60

内用薬 2190021F1470 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.60
内用薬 2190021F1488 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.60
内用薬 2190022F1024 アメジニウムメチル硫酸

塩
１０ｍｇ１錠 リズミック錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 22.30

内用薬 2190022F1148 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 メトロック錠１０ 東和薬品 後発品 8.50 H30.9.30まで

内用薬 2190022F1180 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 8.50

内用薬 2190022F1199 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 15.40

内用薬 2190022F1202 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 8.50

内用薬 2190022F1210 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 8.50

内用薬 2190022F1229 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 8.50

内用薬 2190022F1237 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 8.50

内用薬 2190022F1245 アメジニウムメチル硫酸
塩

１０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 8.50

内用薬 2190023F1037 塩酸ロメリジン ５ｍｇ１錠 ミグシス錠５ｍｇ ファイザー 先発品 26.30
内用薬 2190024C1027 沈降炭酸カルシウム ８３％１ｇ 局 カルタン細粒８３％ マイラン製薬 先発品 8.50
内用薬 2190024F1023 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 カルタン錠５００ マイラン製薬 先発品 ○ 6.30
内用薬 2190024F1031 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 カルタレチン錠５００ 武田テバファー

マ
後発品 5.70 R1.9.30まで

内用薬 2190024F1040 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 5.70

内用薬 2190024F1058 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「武
田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 5.70 H30.12.14収載

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

和」
三和化学研究所 後発品 5.60

内用薬 2190024F2046 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 カルタレチン錠２５０ 武田テバファー
マ

後発品 5.60 R1.9.30まで

内用薬 2190024F2054 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ「武
田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 5.60 H30.12.14収載

内用薬 2190024F3026 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 カルタンＯＤ錠２５０ｍｇ マイラン製薬 先発品 ○ 5.80
内用薬 2190024F4022 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 カルタンＯＤ錠５００ｍｇ マイラン製薬 先発品 ○ 6.30
内用薬 2190025F1028 セベラマー塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 フォスブロック錠２５０ｍｇ 協和キリン 先発品 22.10
内用薬 2190025F1036 セベラマー塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 レナジェル錠２５０ｍｇ 中外製薬 先発品 22.60
内用薬 2190026F1022 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 トラクリア錠６２．５ｍｇ アクテリオン

ファーマシュー
ティカルズジャ
パン

先発品 ○ 3,939.40

内用薬 2190026F1030 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 1,475.40

内用薬 2190026F1049 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 1,475.40
内用薬 2190026F1057 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 1,475.40
内用薬 2190026F1065 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 1,475.40
内用薬 2190026F1073 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 1,475.40

内用薬 2190026F1081 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 1,475.40

内用薬 2190026F1090 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 後発品 1,475.40
内用薬 2190026R1029 ボセンタン水和物 ６．２５％１ｇ ボセンタン成人用ＤＳ６．２５％「モ

チダ」
持田製薬販売 後発品 1,624.30

内用薬 2190026X1028 ボセンタン水和物 ３２ｍｇ１錠 トラクリア小児用分散錠３２ｍｇ 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 4,511.80

内用薬 2190027G1022 ベラプロストナトリウム ６０μｇ１錠 ケアロードＬＡ錠６０μｇ 東レ 先発品 241.40
内用薬 2190027G1030 ベラプロストナトリウム ６０μｇ１錠 ベラサスＬＡ錠６０μｇ 科研製薬 先発品 241.50
内用薬 2190028F1021 シルデナフィルクエン酸

塩
２０ｍｇ１錠 レバチオ錠２０ｍｇ ファイザー 先発品 1,240.20

内用薬 2190028F2028 シルデナフィルクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 レバチオＯＤフィルム２０ｍｇ ファイザー 先発品 1,240.20

内用薬 2190028R1028 シルデナフィルクエン酸
塩

１０ｍｇ１ｍＬ（懸
濁後の内用液とし

レバチオ懸濁用ドライシロップ９００
ｍｇ

ファイザー 先発品 671.30

内用薬 2190029D1025 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 161.30
内用薬 2190029D1033 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「Ｙ

Ｄ」
陽進堂 後発品 67.10 H30.6.15収載

内用薬 2190029D1041 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「ケ
ミファ」

日本ケミファ 後発品 67.10 H30.6.15収載

内用薬 2190029D1050 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 67.10 H30.6.15収載

内用薬 2190029D1068 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 67.10 H30.6.15収載

内用薬 2190029D1076 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 後発品 67.10 H30.6.15収載

内用薬 2190029D1084 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 67.10 H30.12.14収載

内用薬 2190029D1092 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「ニ
プロ」

ニプロ 後発品 67.10 H30.12.14収載

内用薬 2190029D2021 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 ホスレノール顆粒分包５００ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 236.50
内用薬 2190029D2030 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「Ｙ

Ｄ」
陽進堂 後発品 98.40 H30.6.15収載

内用薬 2190029D2048 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「ケ
ミファ」

日本ケミファ 後発品 98.40 H30.6.15収載

内用薬 2190029D2056 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 98.40 H30.6.15収載

内用薬 2190029D2064 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 98.40 H30.6.15収載

内用薬 2190029D2072 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 後発品 98.40 H30.6.15収載

内用薬 2190029D2080 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 98.40 H30.12.14収載

内用薬 2190029D2099 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「ニ
プロ」

ニプロ 後発品 98.40 H30.12.14収載

内用薬 2190029F1026 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ホスレノールチュアブル錠２５０ｍｇ バイエル薬品 先発品 162.90
内用薬 2190029F2022 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 ホスレノールチュアブル錠５００ｍｇ バイエル薬品 先発品 238.50
内用薬 2190029F3029 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 162.90
内用薬 2190029F3037 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「イセ

イ」
コーアイセイ 後発品 67.80 H30.6.15収載

内用薬 2190029F3045 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 67.80 H31.3.31まで H30.6.15収載

内用薬 2190029F4025 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 ホスレノールＯＤ錠５００ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 238.50
内用薬 2190029F4033 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「イセ

イ」
コーアイセイ 後発品 99.30 H30.6.15収載

内用薬 2190029F4041 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 99.30 H31.3.31まで H30.6.15収載

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

先発品 1,770.00

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

先発品 5,050.30

内用薬 2190032D1027 ビキサロマー ８６．２％１ｇ キックリン顆粒８６．２％ アステラス製薬 先発品 99.60



内用薬 2190032M1027 ビキサロマー ２５０ｍｇ１カプセ キックリンカプセル２５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 29.10
内用薬 2190033F1022 クエン酸第二鉄水和物 ２５０ｍｇ１錠 リオナ錠２５０ｍｇ 日本たばこ産業 先発品 81.20
内用薬 2190034F1027 リオシグアト ０．５ｍｇ１錠 アデムパス錠０．５ｍｇ バイエル薬品 先発品 673.40
内用薬 2190034F2023 リオシグアト １ｍｇ１錠 アデムパス錠１．０ｍｇ バイエル薬品 先発品 1,346.80
内用薬 2190034F3020 リオシグアト ２．５ｍｇ１錠 アデムパス錠２．５ｍｇ バイエル薬品 先発品 3,366.90
内用薬 2190035F1021 マシテンタン １０ｍｇ１錠 オプスミット錠１０ｍｇ 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 14,200.90

内用薬 2190036D1025 スクロオキシ水酸化鉄 ２５０ｍｇ１包 ピートル顆粒分包２５０ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 176.10 H30.11.28収載

内用薬 2190036D2021 スクロオキシ水酸化鉄 ５００ｍｇ１包 ピートル顆粒分包５００ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 258.70 H30.11.28収載

内用薬 2190036F1026 スクロオキシ水酸化鉄 ２５０ｍｇ１錠 ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 177.80

内用薬 2190036F2022 スクロオキシ水酸化鉄 ５００ｍｇ１錠 ピートルチュアブル錠５００ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 261.20

内用薬 2190037F1020 セレキシパグ ０．２ｍｇ１錠 ウプトラビ錠０．２ｍｇ 日本新薬 先発品 1,407.20
内用薬 2190037F2027 セレキシパグ ０．４ｍｇ１錠 ウプトラビ錠０．４ｍｇ 日本新薬 先発品 2,813.20
内用薬 2190038M1024 メチロシン ２５０ｍｇ１カプセ デムサーカプセル２５０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 5,853.50 H31.2.26収載
内用薬 2190101F1020 アムロジピンベシル酸

塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠１番 ファイザー 先発品 ○ 64.40

内用薬 2190101F1039 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 28.30

内用薬 2190101F1047 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ＥＥ」 エルメッド 後発品 28.30

内用薬 2190101F1055 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ＫＮ」 小林化工 後発品 28.30

内用薬 2190101F1063 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.40

内用薬 2190101F1071 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 28.30

内用薬 2190101F1080 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「サワイ」 沢井製薬 後発品 34.40

内用薬 2190101F1098 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「サンド」 サンド 後発品 28.30

内用薬 2190101F1101 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「トーワ」 東和薬品 後発品 34.40

内用薬 2190101F1110 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「日医工」 日医工 後発品 28.30

内用薬 2190101F1128 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ニプロ」 ニプロ 後発品 28.30

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

１錠 カデュエット配合錠２番 ファイザー 先発品 ○ 102.50

内用薬 2190102F1033 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 44.60

内用薬 2190102F1041 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ＥＥ」 エルメッド 後発品 44.60

内用薬 2190102F1050 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ＫＮ」 小林化工 後発品 44.60

内用薬 2190102F1068 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 44.60

内用薬 2190102F1076 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 44.60

内用薬 2190102F1084 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「サワイ」 沢井製薬 後発品 55.10

内用薬 2190102F1092 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「サンド」 サンド 後発品 44.60

内用薬 2190102F1106 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「トーワ」 東和薬品 後発品 55.10

内用薬 2190102F1114 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「日医工」 日医工 後発品 44.60

内用薬 2190102F1122 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ニプロ」 ニプロ 後発品 44.60

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

１錠 カデュエット配合錠３番 ファイザー 先発品 ○ 83.00

内用薬 2190103F1038 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 35.50

内用薬 2190103F1046 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ＥＥ」 エルメッド 後発品 35.50

内用薬 2190103F1054 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ＫＮ」 小林化工 後発品 35.50

内用薬 2190103F1062 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 44.90

内用薬 2190103F1070 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 35.50

内用薬 2190103F1089 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「サワイ」 沢井製薬 後発品 44.90

内用薬 2190103F1097 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「サンド」 サンド 後発品 35.50

内用薬 2190103F1100 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「トーワ」 東和薬品 後発品 44.90

内用薬 2190103F1119 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「日医工」 日医工 後発品 35.50

内用薬 2190103F1127 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ニプロ」 ニプロ 後発品 35.50

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

１錠 カデュエット配合錠４番 ファイザー 先発品 ○ 121.00

内用薬 2190104F1032 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 52.00

内用薬 2190104F1040 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ＥＥ」 エルメッド 後発品 52.00

内用薬 2190104F1059 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ＫＮ」 小林化工 後発品 52.00

内用薬 2190104F1067 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 65.50

内用薬 2190104F1075 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 52.00

内用薬 2190104F1083 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「サワイ」 沢井製薬 後発品 65.50

内用薬 2190104F1091 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「サンド」 サンド 後発品 52.00



内用薬 2190104F1105 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「トーワ」 東和薬品 後発品 65.50

内用薬 2190104F1113 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「日医工」 日医工 後発品 52.00

内用薬 2190104F1121 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ニプロ」 ニプロ 後発品 52.00

内用薬 2221002B2100 エフェドリン塩酸塩 １０％１ｇ 局 エフェドリン塩酸塩散１０％「マルイ
シ」

丸石製薬 14.80

内用薬 2221002F1017 エフェドリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 エフェドリン塩酸塩錠 9.60
内用薬 2221002X1012 エフェドリン塩酸塩 １ｇ 局 エフェドリン塩酸塩 105.50
内用薬 2221003B2016 ｄｌ－メチルエフェドリ

ン塩酸塩
１０％１ｇ 局 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散１

０％
6.90

内用薬 2221003B2067 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 メチエフ散１０％ 田辺三菱製薬 7.80

内用薬 2221003B2083 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 メチルエフェドリン散１０％「フ
ソー」

扶桑薬品工業 7.80

内用薬 2221003B2156 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン散１
０％「メタル」

中北薬品 7.80

内用薬 2221003B2180 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩

１０％１ｇ 局 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散１
０％「マルイシ」

丸石製薬 7.20

内用薬 2222001A1012 ノスカピン １ｇ 局 ノスカピン 237.10
内用薬 2223001B1201 デキストロメトルファン

臭化水素酸塩水和物
１０％１ｇ シーサール散１０％ 東和薬品 後発品 8.20 H30.9.30まで

内用薬 2223001B1210 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１０％１ｇ メジコン散１０％ 塩野義製薬 準先発品 ○ 23.00

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

１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩
散１０％「日医工」

日医工 後発品 8.20

内用薬 2223001B1260 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩
散１０％「トーワ」

東和薬品 後発品 8.20

内用薬 2223001C1037 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１０％１ｇ アストマリ細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 8.20

内用薬 2223001F2099 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 メジコン錠１５ｍｇ 塩野義製薬 5.60

内用薬 2223001F2102 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 シーサール錠１５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60 H30.9.30まで

内用薬 2223001F2129 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 アストマリ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

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

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩
錠１５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.60

内用薬 2223001F2145 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩
錠１５ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2224001F1049 ペントキシベリンクエン
酸塩

１０ｍｇ１錠 ガイレス錠１０ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.40

内用薬 2224001F3122 ペントキシベリンクエン
酸塩

１５ｍｇ１錠 ペントキシベリンクエン酸塩錠１５ｍ
ｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 2224001N1043 ペントキシベリンクエン
酸塩

３０ｍｇ１カプセル トクレススパンスールカプセル３０ｍ
ｇ

大日本住友製薬 10.20 H31.3.31まで

内用薬 2229001B1051 ジメモルファンリン酸塩 １０％１ｇ アストミン散１０％ オーファンパシ
フィック

先発品 ○ 38.90

内用薬 2229001B1078 ジメモルファンリン酸塩 １０％１ｇ ジメモルファンリン酸塩散１０％「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 33.80

内用薬 2229001F1053 ジメモルファンリン酸塩 １０ｍｇ１錠 アストミン錠１０ｍｇ オーファンパシ
フィック

先発品 5.60

内用薬 2229001F1070 ジメモルファンリン酸塩 １０ｍｇ１錠 ジメモルファンリン酸塩錠１０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 ★ 5.60

内用薬 2229001Q1054 ジメモルファンリン酸塩 ０．２５％１ｍＬ アストミンシロップ０．２５％ オーファンパシ
フィック

先発品 ○ 3.80

内用薬 2229001Q1070 ジメモルファンリン酸塩 ０．２５％１ｍＬ ジメモルファンリン酸塩シロップ小児
用０．２５％「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 2.80

内用薬 2229001R1025 ジメモルファンリン酸塩 ２．５％１ｇ ジメモルミンドライシロップ２．５％ 高田製薬 後発品 10.50 R2.3.31まで
内用薬 2229001R1033 ジメモルファンリン酸塩 ２．５％１ｇ ジメモルファンリン酸塩ＤＳ小児用

２．５％「タカタ」
高田製薬 後発品 10.50 R1.6.14収載

内用薬 2229002D1030 クロフェダノール塩酸塩 ４．１７％１ｇ コルドリン顆粒４．１７％ 日本新薬 先発品 24.10
内用薬 2229002F1031 クロフェダノール塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 コルドリン錠１２．５ｍｇ 日本新薬 先発品 7.70
内用薬 2229004F1030 クロペラスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ ニプロＥＳ

ファーマ
5.80

内用薬 2229006B1038 クロペラスチンフェンジ
ゾ酸塩

１０％１ｇ フスタゾール散１０％ ニプロＥＳ
ファーマ

18.60

内用薬 2229006F1030 クロペラスチンフェンジ
ゾ酸塩

２．５ｍｇ１錠 フスタゾール錠小児用２．５ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

5.80

内用薬 2229007F1042 ベンプロペリンリン酸塩 ２０ｍｇ１錠 フラベリック錠２０ｍｇ ファイザー 先発品 5.60
内用薬 2229100B1110 鎮咳配合剤 １ｇ ニチコデ配合散 日医工 後発品 6.40
内用薬 2229100B1128 鎮咳配合剤 １ｇ プラコデ配合散 小林化工 後発品 6.40
内用薬 2229101F1051 鎮咳配合剤 １錠 クロフェドリンＳ配合錠 キョーリンリメ

ディオ
5.40

内用薬 2229101F1060 鎮咳配合剤 １錠 フスコデ配合錠 マイランＥＰＤ 5.60
内用薬 2229102Q1111 鎮咳配合剤 １ｍＬ クロフェドリンＳ配合シロップ キョーリンリメ

ディオ
後発品 3.50

内用薬 2229102Q1120 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコデ配合シロップ マイランＥＰＤ 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1138 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコブロン配合シロップ 武田テバファー

マ
後発品 3.50

内用薬 2229102Q1146 鎮咳配合剤 １ｍＬ プラコデ配合シロップ 小林化工 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1162 鎮咳配合剤 １ｍＬ ムコブロチン配合シロップ 東和薬品 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1170 鎮咳配合剤 １ｍＬ ライトゲン配合シロップ 帝人ファーマ 準先発品 ○ 4.00
内用薬 2229104M1038 ジプロフィリン・メトキ

シフェナミン配合剤
１カプセル アストーマ配合カプセル 日医工 後発品 5.40

内用薬 2229111F1047 ジプロフィリン・ノスカ
ピン配合剤

１錠 アストフィリン配合錠 サンノーバ 5.80

内用薬 2229112F1033 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジン配合胃溶錠 マルホ 18.10

内用薬 2229112H2030 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジン配合腸溶錠 マルホ 18.30

内用薬 2229114F2039 ジプロフィリン・ジヒド
ロコデイン配合剤

１錠 カフコデＮ配合錠 ファイザー 5.80

内用薬 2231001Q1010 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ 13.00
内用薬 2231001Q1036 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ「ケンエー」 健栄製薬 13.70
内用薬 2231001Q1044 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ　シオエ シオエ製薬 13.70
内用薬 2231001Q1060 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ〈ハチ〉 東洋製薬化成 13.70
内用薬 2231001Q1079 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ「メタル」 中北薬品 13.70
内用薬 2232001X1011 アンモニア・ウイキョウ

精
１０ｍＬ 局 アンモニア・ウイキョウ精 26.40

内用薬 2233001F1234 Ｌ－エチルシステイン塩
酸塩

１００ｍｇ１錠 チスタニン糖衣錠１００ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 8.40

内用薬 2233002C1054 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ Ｃ－チステン細粒５０％ 鶴原製薬 後発品 6.40 R2.3.31まで
内用薬 2233002C1089 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステイン細粒５０％「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 6.40 R1.6.14収載

内用薬 2233002F1174 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局 ムコダイン錠２５０ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 8.30
内用薬 2233002F1182 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局 クインスロン錠２５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 2233002F1220 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局 シスダイン錠２５０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 5.60 R2.3.31まで
内用薬 2233002F1271 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局 Ｃ－チステン錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60 R2.3.31まで
内用薬 2233002F1280 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2233002F1298 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2233002F1301 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 5.60

内用薬 2233002F1310 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 5.60

内用薬 2233002F1328 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 5.60

内用薬 2233002F1336 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.60 H30.6.15収載

内用薬 2233002F1344 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60 R1.6.14収載

内用薬 2233002F2022 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 ムコダイン錠５００ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 13.60
内用薬 2233002F2065 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 クインスロン錠５００ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.80 H31.3.31まで
内用薬 2233002F2073 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 シスダイン錠５００ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 6.80 R2.3.31まで
内用薬 2233002F2081 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 Ｃ－チステン錠５００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.80 R2.3.31まで
内用薬 2233002F2103 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 6.80

内用薬 2233002F2111 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 7.80

内用薬 2233002F2120 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 6.80

内用薬 2233002F2138 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 6.80

内用薬 2233002F2146 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 6.80

内用薬 2233002F2154 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 6.80 H30.6.15収載



内用薬 2233002F2162 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 6.80 R1.6.14収載

内用薬 2233002Q1027 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ Ｃ－チステンシロップ５％ 鶴原製薬 後発品 2.60 R2.3.31まで
内用薬 2233002Q1035 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコダインシロップ５％ 杏林製薬 先発品 ○ 6.00
内用薬 2233002Q1108 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「タカ

タ」
高田製薬 後発品 2.60

内用薬 2233002Q1116 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「Ｊ
Ｇ」

大興製薬 後発品 2.60

内用薬 2233002Q1124 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％
「トーワ」

東和薬品 後発品 2.60

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

武田テバファー
マ

後発品 2.60

内用薬 2233002Q1140 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 2.60 R1.6.14収載

内用薬 2233002Q2023 Ｌ－カルボシステイン １０％１ｍＬ カルボシステインシロップ１０％「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 6.00

内用薬 2233002R1065 Ｌ－カルボシステイン ３３．３％１ｇ カルボシステインＤＳ３３．３％
「トーワ」

東和薬品 後発品 8.00 R2.3.31まで

内用薬 2233002R2029 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ ムコダインＤＳ５０％ 杏林製薬 先発品 ○ 26.00
内用薬 2233002R2037 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「タカ

タ」
高田製薬 後発品 10.40

内用薬 2233002R2045 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 10.40

内用薬 2233002R2053 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインドライシロップ５
０％「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 10.40

内用薬 2233002R2061 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 10.40

内用薬 2233003F1187 Ｌ－メチルシステイン塩
酸塩

５０ｍｇ１錠 ペクタイト錠５０ｍｇ キッセイ薬品工
業

5.40

内用薬 2233003F2078 Ｌ－メチルシステイン塩
酸塩

１００ｍｇ１錠 ペクタイト錠１００ｍｇ キッセイ薬品工
業

7.40

内用薬 2233003F2086 Ｌ－メチルシステイン塩
酸塩

１００ｍｇ１錠 ゼオチン錠１００ｍｇ トーアエイヨー 後発品 9.50 H31.3.31まで

内用薬 2233004F1025 フドステイン ２００ｍｇ１錠 局 クリアナール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 9.90
内用薬 2233004F1033 フドステイン ２００ｍｇ１錠 局 スペリア錠２００ 久光製薬 先発品 9.90
内用薬 2233004S1023 フドステイン ８％１ｍＬ クリアナール内用液８％ 同仁医薬化工 先発品 9.70
内用薬 2233004S1031 フドステイン ８％１ｍＬ スペリア内用液８％ 久光製薬 先発品 10.10
内用薬 2234001C2037 ブロムヘキシン塩酸塩 ２％１ｇ ビソルボン細粒２％ サノフィ 18.60
内用薬 2234001F1312 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ビソルボン錠４ｍｇ サノフィ 準先発品 ○ 5.70
内用薬 2234001F1339 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「クニ

ヒロ」
皇漢堂製薬 後発品 5.00

内用薬 2234001F1347 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 5.00

内用薬 2234001F1355 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.00

内用薬 2234001F1363 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.00

内用薬 2234001F1371 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.00

内用薬 2234001Q1127 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０
８％「イセイ」

コーアイセイ 後発品 1.10

内用薬 2234001Q1135 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０
８％「トーワ」

東和薬品 後発品 1.10

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

武田テバファー
マ

後発品 1.20 H31.3.31まで

内用薬 2239001C1045 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ アンブロキソール塩酸塩細粒１．５％
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 6.90 H31.3.31まで

内用薬 2239001F1017 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩１５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2239001F1440 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ノンタス錠１５ｍｇ 東洋製薬化成 後発品 5.60 R2.3.31まで
内用薬 2239001F1467 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2239001F1548 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ダイオリール錠１５ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 2239001F1556 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 プルスマリンＡ錠１５ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60 R2.3.31まで
内用薬 2239001F1599 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 グリンクール錠１５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.60 R2.3.31まで
内用薬 2239001F1602 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 コトブロール錠１５ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60 R2.3.31まで
内用薬 2239001F1661 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコサール錠１５ｍｇ サノフィ 後発品 10.80
内用薬 2239001F1688 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ポノフェン錠１５ｍｇ セオリアファー

マ
後発品 5.60

内用薬 2239001F1696 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコソルバン錠１５ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 15.80
内用薬 2239001F1726 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ

「ＹＤ」
陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2239001F1831 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
「ＮＰＩ」

日本薬品工業 後発品 5.60 R1.6.14収載

内用薬 2239001F1840 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 5.60 R1.6.14収載

内用薬 2239001G1020 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４
５ｍｇ「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 24.20

内用薬 2239001G1039 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４
５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 24.20

内用薬 2239001G1047 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４
５ｍｇ「ニプロ」

ニプロ 後発品 24.20

内用薬 2239001G2027 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠 ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 56.70
内用薬 2239001N1054 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ムコソレートＬカプセル４５ 武田テバ薬品 後発品 24.20
内用薬 2239001N1100 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ポノフェンＳＲカプセル４５ セオリアファー

マ
後発品 30.70

内用薬 2239001N1119 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４
５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 24.20

内用薬 2239001N1135 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 58.20
内用薬 2239001N1160 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル

４５ｍｇ「トーワ」
東和薬品 後発品 24.20

内用薬 2239001N1178 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル
４５ｍｇ「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 30.70

内用薬 2239001N1186 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル
４５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 24.20

内用薬 2239001N1194 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル
４５ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 24.20

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

武田テバファー
マ

後発品 5.10

内用薬 2239001Q1140 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ プルスマリンＡシロップ小児用０．
３％

ローマン工業 後発品 5.10 R2.3.31まで

内用薬 2239001Q1166 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ 帝人ファーマ 先発品 ○ 9.50
内用薬 2239001Q1174 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩シロップ小児

用０．３％「イワキ」
岩城製薬 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1182 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩シロップ小児
用０．３％「トーワ」

東和薬品 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1190 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩シロップ小児
用０．３％「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1204 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩シロップ小児
用０．３％「タカタ」

ローマン工業 後発品 5.10 R1.6.14収載

内用薬 2239001R1072 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ 帝人ファーマ 先発品 ○ 37.80
内用薬 2239001R1102 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ プルスマリンＡドライシロップ小児用

１．５％
高田製薬 後発品 34.40 R2.3.31まで

内用薬 2239001R1110 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ ムコサールドライシロップ１．５％ サノフィ 後発品 34.40
内用薬 2239001R1129 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用

１．５％「タカタ」
高田製薬 後発品 34.40 R1.6.14収載

内用薬 2239001R2028 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ プルスマリンＡ３％ＤＳ 高田製薬 後発品 27.60 R2.3.31まで
内用薬 2239001R2044 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ ムコソルバンＤＳ３％ 帝人ファーマ 先発品 ○ 69.00
内用薬 2239001R2052 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ アンブロキソール塩酸塩ＤＳ３％「タ

カタ」
高田製薬 後発品 27.60 R1.6.14収載

内用薬 2239001S1074 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ 塩酸アンブロキソール内用液０．７
５％「ＰＨ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.10

内用薬 2239001S1090 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７
５％「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 5.10

内用薬 2239001S1112 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ ムコソルバン内用液０．７５％ 帝人ファーマ 先発品 ○ 12.80
内用薬 2239001S1139 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７

５％「ＪＧ」
長生堂製薬 後発品 5.10

内用薬 2239001S1147 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７
５％「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.10

内用薬 2239001S2046 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．
３％「日医工」

日医工 後発品 8.90

内用薬 2241001X1010 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水 16.30
内用薬 2241001X1053 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水　シオエ シオエ製薬 17.00
内用薬 2241001X1100 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水「マルイシ」 丸石製薬 17.00
内用薬 2241001X1118 キョウニン水 １０ｍＬ 局 ※ キョウニン水（山善） 山善製薬 17.00
内用薬 2241001X1142 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
17.00

内用薬 2241003S1020 オウヒエキス １０ｍＬ サリパラ液 丸石製薬 後発品 17.50
内用薬 2242001B2017 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％ 7.40
内用薬 2242001B2149 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「フソー」 扶桑薬品工業 7.80
内用薬 2242001B2203 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「イワキ」 岩城製薬 7.80
内用薬 2242001B2211 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「メタル」 中北薬品 9.60
内用薬 2242001B2238 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「シオエ」 シオエ製薬 8.10



内用薬 2242001B2246 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タカタ」 高田製薬 7.60 H31.3.31まで
内用薬 2242001B2270 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「マルイシ」 丸石製薬 7.60 R2.3.31まで
内用薬 2242001B2289 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「第一三共」 第一三共 7.60
内用薬 2242001B2300 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タケダ」 武田テバ薬品 7.60
内用薬 2242001F1012 コデインリン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 コデインリン酸塩錠 9.90
内用薬 2242002B2011 ジヒドロコデインリン酸

塩
１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 7.40

内用薬 2242002B2100 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％〈ハ
チ〉

東洋製薬化成 7.80

内用薬 2242002B2127 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「フ
ソー」

扶桑薬品工業 7.80

内用薬 2242002B2194 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「メタ
ル」

中北薬品 8.50

内用薬 2242002B2216 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「シ
オエ」

シオエ製薬 8.50

内用薬 2242002B2224 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「タ
カタ」

高田製薬 8.50 H31.3.31まで

内用薬 2242002B2240 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「マ
ルイシ」

丸石製薬 7.80 R2.3.31まで

内用薬 2242002B2259 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「第
一三共」

第一三共 8.50

内用薬 2242002B2267 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「イ
セイ」

コーアイセイ 8.50 H31.3.31まで

内用薬 2242002B2275 ジヒドロコデインリン酸
塩

１％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「タ
ケダ」

武田テバ薬品 7.80

内用薬 2249001F1030 エプラジノン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 レスプレン錠５ｍｇ 太陽ファルマ 先発品 5.80
内用薬 2249001F2079 エプラジノン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 レスプレン錠２０ｍｇ 太陽ファルマ 先発品 5.80
内用薬 2249001F3032 エプラジノン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 レスプレン錠３０ｍｇ 太陽ファルマ 先発品 6.40
内用薬 2249003B1037 チペピジンヒベンズ酸塩 １０％１ｇ アスベリン散１０％ ニプロＥＳ

ファーマ
9.60

内用薬 2249003F1012 チペピジンヒベンズ酸塩 １０ｍｇ１錠 局 チペピジンヒベンズ酸塩錠 9.60
内用薬 2249003F2019 チペピジンヒベンズ酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 チペピジンヒベンズ酸塩錠 9.60
内用薬 2249003Q1048 チペピジンヒベンズ酸塩 ０．５％１０ｍＬ アスベリンシロップ０．５％ ニプロＥＳ

ファーマ
17.00

内用薬 2249003Q2044 チペピジンヒベンズ酸塩 ２％１ｍＬ アスベリンシロップ「調剤用」２％ ニプロＥＳ
ファーマ

6.40

内用薬 2249003R1043 チペピジンヒベンズ酸塩 ２％１ｇ アスベリンドライシロップ２％ ニプロＥＳ
ファーマ

6.40

内用薬 2249103S1027 鎮咳去たん配合剤 １ｍＬ ※ オピセゾールコデイン液（日医工） 日医工 3.50
内用薬 2249105Q1037 ジヒドロコデイン・エ

フェドリン配合剤
１０ｍＬ セキコデ配合シロップ 日医工 22.60

内用薬 2249106Q1066 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物・ク
レゾールスルホン酸カリ
ウム

１０ｍＬ メジコン配合シロップ 塩野義製薬 21.80

内用薬 2249107S1025 鎮咳去たん配合剤 １０ｍＬ オピセゾールＡ液 日医工 16.80
内用薬 2251001D1053 テオフィリン ２０％１ｇ スロービッド顆粒２０％ サンド ★ 19.10 H31.3.31まで
内用薬 2251001D1061 テオフィリン ２０％１ｇ テオドール顆粒２０％ 田辺三菱製薬 先発品 18.70
内用薬 2251001D2025 テオフィリン ５０％１ｇ テオロング顆粒５０％ エーザイ 後発品 34.90 H31.3.31まで
内用薬 2251001F1038 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオロング錠５０ｍｇ エーザイ 後発品 5.90
内用薬 2251001F1046 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオドール錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 6.40
内用薬 2251001F1062 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 5.90

内用薬 2251001F1070 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.90

内用薬 2251001F1089 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 5.90 H31.3.31まで
内用薬 2251001F1097 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 5.90

内用薬 2251001F2050 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオロング錠１００ｍｇ エーザイ ★ 10.70
内用薬 2251001F2093 テオフィリン １００ｍｇ１錠 チルミン錠１００ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2251001F2115 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオドール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 9.70
内用薬 2251001F2140 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 2251001F2166 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2251001F2174 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2251001F3049 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオロング錠２００ｍｇ エーザイ ★ 16.20
内用薬 2251001F3081 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオドール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 15.00
内用薬 2251001F3103 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン錠２００ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 5.80 H31.3.31まで
内用薬 2251001F3138 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 5.80

内用薬 2251001F3146 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 チルミン錠２００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.80
内用薬 2251001F3154 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2251001G1025 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ユニコン錠２００ 日医工 先発品 ○ 14.50
内用薬 2251001G1076 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 14.50
内用薬 2251001G1092 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 5.80

内用薬 2251001G2021 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ユニコン錠４００ 日医工 先発品 ○ 16.50
内用薬 2251001G2064 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 16.50
内用薬 2251001G2080 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠４００ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 6.60

内用薬 2251001G3036 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニコン錠１００ 日医工 先発品 ○ 8.20
内用薬 2251001G3044 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠１００ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 11.40
内用薬 2251001G3060 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放Ｕ錠１００ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2251001M1053 テオフィリン １００ｍｇ１カプセ スロービッドカプセル１００ｍｇ サンド ★ 10.70
内用薬 2251001M2041 テオフィリン ２００ｍｇ１カプセ スロービッドカプセル２００ｍｇ サンド ★ 16.20
内用薬 2251001M3021 テオフィリン ５０ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル５０ｍｇ サンド 後発品 5.90
内用薬 2251001Q1039 テオフィリン ２％１ｍＬ テオドールシロップ２％ 田辺三菱製薬 先発品 9.90
内用薬 2251001R1026 テオフィリン ２０％１ｇ テオドールドライシロップ２０％ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 82.80
内用薬 2251001R1069 テオフィリン ２０％１ｇ テルバンスＤＳ２０％ メディサ新薬 後発品 48.40
内用薬 2251001R1107 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリンドライシロップ２０％

「タカタ」
高田製薬 後発品 31.20

内用薬 2251001R1123 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児
用２０％「サワイ」

沢井製薬 後発品 48.40

内用薬 2251001R1131 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ＤＳ小児用２０％
「トーワ」

東和薬品 後発品 48.40

内用薬 2251001R1140 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児
用２０％「日医工」

日医工 後発品 31.20

内用薬 2252003C1062 テルブタリン硫酸塩 １％１ｇ テルブタリン硫酸塩細粒１％「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 9.70

内用薬 2252003F1085 テルブタリン硫酸塩 ２ｍｇ１錠 ブリカニール錠２ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 5.80
内用薬 2252003F1093 テルブタリン硫酸塩 ２ｍｇ１錠 テルブタリン硫酸塩錠２ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2252003Q1035 テルブタリン硫酸塩 ０．０５％１ｍＬ ブリカニールシロップ０．５ｍｇ／ｍ
Ｌ

アストラゼネカ 先発品 6.60

内用薬 2252006F1070 フェノテロール臭化水素
酸塩

２．５ｍｇ１錠 ベロテック錠２．５ｍｇ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 18.10 H31.3.31まで

内用薬 2252006Q1055 フェノテロール臭化水素
酸塩

０．０５％１ｍＬ ベロテックシロップ０．０５％ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 7.80

内用薬 2252006Q1071 フェノテロール臭化水素
酸塩

０．０５％１ｍＬ モンブルトシロップ０．０５％ 日新製薬（山
形）

後発品 6.40 R2.3.31まで

内用薬 2252006R1026 フェノテロール臭化水素
酸塩

０．２５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．２
５％

高田製薬 後発品 28.10

内用薬 2252006R2022 フェノテロール臭化水素
酸塩

０．５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．５％ 高田製薬 後発品 40.80

内用薬 2252006R2049 フェノテロール臭化水素
酸塩

０．５％１ｇ フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小児
用０．５％「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 40.80

内用薬 2254001F1099 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 ベネトリン錠２ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 ○ 5.90

内用薬 2254001F1102 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40
内用薬 2254001Q1073 サルブタモール硫酸塩 ０．０４％１ｍＬ ベネトリンシロップ０．０４％ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 5.50

内用薬 2259002F1065 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ホクナリン錠１ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 14.50
内用薬 2259002F1081 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ツロブテロール塩酸塩錠１ｍｇ「オー

ハラ」
大原薬品工業 後発品 5.80

内用薬 2259002F1090 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ベラチン錠１ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 ○ 14.50

内用薬 2259002F1103 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ツロブテロール塩酸塩錠１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 2259002R1061 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ホクナリンドライシロップ０．１％小
児用

マイランＥＰＤ 先発品 ○ 19.30

内用薬 2259002R1096 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩ＤＳ０．１％
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 7.70

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

ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 ○ 19.30

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

高田製薬 後発品 7.70



内用薬 2259002R1126 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．
１％「トーワ」

東和薬品 後発品 7.70

内用薬 2259003B1041 トリメトキノール塩酸塩
水和物

１％１ｇ イノリン散１％ ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 28.30

内用薬 2259003F1124 トリメトキノール塩酸塩
水和物

３ｍｇ１錠 イノリン錠３ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 13.00

内用薬 2259003F1140 トリメトキノール塩酸塩
水和物

３ｍｇ１錠 トスメリアン錠３ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60 R2.3.31まで

内用薬 2259003Q1095 トリメトキノール塩酸塩
水和物

０．１％１ｍＬ イノリンシロップ０．１％ ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 ○ 7.90

内用薬 2259003Q1125 トリメトキノール塩酸塩
水和物

０．１％１ｍＬ トスメリアンシロップ小児用０．１％ 東和薬品 後発品 3.90 R2.3.31まで

内用薬 2259003Q1133 トリメトキノール塩酸塩
水和物

０．１％１ｍＬ トリメトキノール塩酸塩シロップ小児
用０．１％「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 3.90

内用薬 2259004D1047 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１％１ｇ メプチン顆粒０．０１％ 大塚製薬 先発品 46.20

内用薬 2259004F1080 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 マーヨン錠「２５μｇ」 辰巳化学 後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 2259004F1110 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 メプチンミニ錠２５μｇ 大塚製薬 先発品 ○ 14.00

内用薬 2259004F1129 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 エプカロール錠２５μｇ 東和薬品 後発品 5.60 H30.9.30まで

内用薬 2259004F1153 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2259004F1170 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2259004F1188 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2259004F2168 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０５ｍｇ１錠 メプチン錠５０μｇ 大塚製薬 先発品 ○ 14.50

内用薬 2259004F2176 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０５ｍｇ１錠 エプカロール錠５０μｇ 東和薬品 後発品 5.80 H30.9.30まで

内用薬 2259004F2206 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０５ｍｇ１錠 マーヨン錠「５０μｇ」 辰巳化学 後発品 5.80 H31.3.31まで

内用薬 2259004F2214 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠５０μｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.80

内用薬 2259004F2230 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠５０μｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2259004F2249 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩錠５０μｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 2259004Q1111 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍ
Ｌ

メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 大塚製薬 先発品 ○ 6.80

内用薬 2259004Q1120 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍ
Ｌ

エプカロールシロップ５μｇ／ｍＬ 東和薬品 後発品 3.80 H30.9.30まで

内用薬 2259004Q1189 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍ
Ｌ

プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ
／ｍＬ「テバ」

武田テバ薬品 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1197 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍ
Ｌ

プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ
／ｍＬ「日医工」

日医工 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1200 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍ
Ｌ

プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ
／ｍＬ「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 3.80

内用薬 2259004Q1219 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０００５％１ｍ
Ｌ

プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ
／ｍＬ「トーワ」

東和薬品 後発品 3.80

内用薬 2259004R1028 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１％１ｇ エステルチンドライシロップ０．０
１％

高田製薬 後発品 46.40 R2.3.31まで

内用薬 2259004R1036 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１％１ｇ プロカテロール塩酸塩ＤＳ０．０１％
「タカタ」

高田製薬 後発品 46.40 R1.6.14収載

内用薬 2259004R2024 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．００５％１ｇ メプチンドライシロップ０．００５％ 大塚製薬 先発品 60.90

内用薬 2259006D1038 クレンブテロール塩酸塩 ０．００２％１ｇ スピロペント顆粒０．００２％ 帝人ファーマ 先発品 28.10 H31.3.31まで
内用薬 2259006F1063 クレンブテロール塩酸塩 １０μｇ１錠 トニール錠１０μｇ 原沢製薬工業 後発品 5.70
内用薬 2259006F1080 クレンブテロール塩酸塩 １０μｇ１錠 スピロペント錠１０μｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 13.20
内用薬 2312001X1014 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン 6.90
内用薬 2312001X1057 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 2312001X1065 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン「三恵」 三恵薬品 7.20
内用薬 2312001X1073 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン　シオエ シオエ製薬 7.40
内用薬 2312001X1090 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.40
内用薬 2312001X1162 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 ※ タンニン酸アルブミン（山善） 山善製薬 7.20
内用薬 2312001X1235 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン原末「マルイ

シ」
丸石製薬 7.20

内用薬 2314002F2022 ベルベリン塩化物水和物 １００ｍｇ１錠 キョウベリン錠１００ 大峰堂薬品工業 後発品 8.70
内用薬 2315002X1053 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ケンエー」 健栄製薬 9.80
内用薬 2315002X1070 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「三恵」 三恵薬品 8.30
内用薬 2315002X1088 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス　シオエ シオエ製薬 9.80
内用薬 2315002X1118 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「東海」 東海製薬 9.80
内用薬 2315002X1126 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「メタル」 中北薬品 9.80
内用薬 2315002X1215 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ニッコー」 日興製薬 9.80
内用薬 2315002X1266 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（山善） 山善製薬 9.80
内用薬 2315002X1274 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「日医工」 日医工ファーマ 8.30
内用薬 2316002B1045 耐性乳酸菌 １ｇ エンテロノン－Ｒ散 ＥＡファーマ 6.20
内用薬 2316002B1053 耐性乳酸菌 １ｇ 耐性乳酸菌散１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 6.20
内用薬 2316002B1061 耐性乳酸菌 １ｇ 耐性乳酸菌散１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 6.20
内用薬 2316003B1058 ビフィズス菌 １ｇ ビオスミン配合散 ビオフェルミン

製薬
6.20

内用薬 2316003B1066 ビフィズス菌 １ｇ レベニンＳ配合散 わかもと製薬 後発品 6.20
内用薬 2316003F1025 ビフィズス菌 １錠 レベニンＳ配合錠 わかもと製薬 後発品 6.20
内用薬 2316004B1036 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ散 ビオフェルミン

製薬
後発品 6.20

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

後発品 5.80

内用薬 2316005B1022 カゼイ菌 １ｇ ビオラクチス散 ヤクルト本社 後発品 6.20
内用薬 2316009C1026 酪酸菌 １ｇ ミヤＢＭ細粒 ミヤリサン製薬 6.20
内用薬 2316009F1022 酪酸菌 １錠 ミヤＢＭ錠 ミヤリサン製薬 5.60
内用薬 2316012A1078 ラクトミン １ｇ フソウラクトミン末 扶桑薬品工業 6.20
内用薬 2316012A1116 ラクトミン １ｇ アタバニン散 日東薬品工業 6.20
内用薬 2316012A1124 ラクトミン １ｇ ビオヂアスミンＦ－２散 日東薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316012A1132 ラクトミン １ｇ ビオフェルミン配合散 ビオフェルミン

製薬
6.20

内用薬 2316012A1140 ラクトミン １ｇ ラクトミン散「イセイ」 コーアイセイ 後発品 6.20
内用薬 2316012A1159 ラクトミン １ｇ ラクトミン末「マルイシ」 丸石製薬 6.20
内用薬 2316012A1167 ラクトミン １ｇ ビオラクト原末 三恵薬品 6.20
内用薬 2316014B1030 ビフィズス菌 １％１ｇ ラックビー微粒Ｎ 興和 6.20
内用薬 2316014F1023 ビフィズス菌 １錠 ラックビー錠 興和 5.80
内用薬 2316015B1034 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラックメロン散２％ コーアイセイ 後発品 6.20 H31.3.31まで
内用薬 2316016B1039 耐性乳酸菌 １ｇ レベニン散 わかもと製薬 後発品 6.20
内用薬 2316016F1022 耐性乳酸菌 １錠 レベニン錠 わかもと製薬 後発品 5.80
内用薬 2316017B1041 酪酸菌 １ｇ ビオスリー配合散 東亜薬品工業 6.20
内用薬 2316017F1035 酪酸菌 １錠 ビオスリー配合錠 東亜薬品工業 5.60
内用薬 2316017F2023 酪酸菌 １錠 ビオスリー配合ＯＤ錠 東亜薬品工業 5.60
内用薬 2316018B1038 ビフィズス菌 ２％１ｇ ビフィスゲン散 日東薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316019B1040 耐性乳酸菌 １ｇ コレポリーＲ散１０％ 東和薬品 後発品 6.20 H30.9.30まで
内用薬 2316019B1059 耐性乳酸菌 １ｇ ラックビーＲ散 興和 後発品 6.20
内用薬 2316020F1029 ビフィズス菌 １錠 ビオフェルミン錠剤 ビオフェルミン

製薬
後発品 5.60

内用薬 2318001B1037 ジメチコン １０％１ｇ ガスコン散１０％ キッセイ薬品工
業

7.60

内用薬 2318001F1047 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスオール錠４０ｍｇ「陽進」 陽進堂 後発品 5.60 H30.9.30まで
内用薬 2318001F1063 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスコン錠４０ｍｇ キッセイ薬品工

業
5.60

内用薬 2318001F1187 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスサール錠４０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2318001F1195 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガステール錠４０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 5.60 R1.9.30まで
内用薬 2318001F1209 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ポリシロ錠４０ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2318001F1225 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2318001F1233 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ジメチコン錠４０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 5.60 H30.12.14収載
内用薬 2318001F3023 ジメチコン ８０ｍｇ１錠 ガスコン錠８０ｍｇ キッセイ薬品工

業
準先発品 ○ 5.80

内用薬 2318001F3031 ジメチコン ８０ｍｇ１錠 ポリシロ錠８０ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2318001Q1080 ジメチコン ２％１ｍＬ ガスコンドロップ内用液２％ キッセイ薬品工

業
準先発品 ○ 3.60

内用薬 2318001Q1099 ジメチコン ２％１ｍＬ バリトゲン消泡内用液２％ 伏見製薬所 後発品 3.10
内用薬 2318001Q1102 ジメチコン ２％１ｍＬ バロス消泡内用液２％ 堀井薬品工業 後発品 3.10
内用薬 2318001Q1110 ジメチコン ２％１ｍＬ バルギン消泡内用液２％ カイゲンファー

マ
後発品 3.10

内用薬 2319001C1080 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペミン小児用細粒０．０５％ ヤンセンファー
マ

先発品 ○ 29.80

内用薬 2319001C1110 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０
５％「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 11.90

内用薬 2319001C2060 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペミン細粒０．１％ ヤンセンファー
マ

先発品 24.20

内用薬 2319001C2109 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．１％「フ
ソー」

ダイト 後発品 8.70 H31.3.31まで



内用薬 2319001C3032 塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒０．２％「フ
ソー」

ダイト 後発品 31.50 H31.3.31まで

内用薬 2319001F1010 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 塩酸ロペラミド１ｍｇ錠 後発品 7.50
内用薬 2319001F1044 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロスポリア錠１ｍｇ 日医工 ★ 42.00
内用薬 2319001M1019 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル 塩酸ロペラミド１ｍｇカプセル 後発品 7.50
内用薬 2319001M1213 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペミンカプセル１ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 ○ 42.00

内用薬 2319002X1010 乳酸 １０ｇ 局 乳酸 23.40
内用薬 2319002X1044 乳酸 １０ｇ 局 乳酸「ケンエー」 健栄製薬 23.90
内用薬 2319003X1014 薬用炭 １ｇ 局 薬用炭 8.30
内用薬 2319100F1064 ベルベリン塩化物水和

物・ゲンノショウコエキ
ス

１錠 フェロベリン配合錠 日本ジェネリッ
ク

準先発品 ○ 6.60

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

１錠 リーダイ配合錠 武田テバファー
マ

後発品 5.60

内用薬 2321001F1042 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５ｍｇ１錠 キャベジンＵコーワ錠２５ｍｇ 興和 5.60

内用薬 2322001D1316 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒９９％「ＮＰ」 ニプロ 後発品 6.40
内用薬 2323001D3073 アズレンスルホン酸ナト

リウム水和物
１％１ｇ アズレン顆粒１％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2323001F1225 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

２ｍｇ１錠 アズノール錠２ｍｇ 日本新薬 準先発品 ○ 6.10

内用薬 2323001F1250 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

２ｍｇ１錠 アズレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2323002D1032 エグアレンナトリウム水
和物

２．５％１ｇ アズロキサ顆粒２．５％ 寿製薬 先発品 60.20

内用薬 2323002F1025 エグアレンナトリウム水
和物

１５ｍｇ１錠 アズロキサ錠１５ｍｇ 寿製薬 先発品 48.00

内用薬 2325001C1053 シメチジン ２０％１ｇ タガメット細粒２０％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 15.50
内用薬 2325001C1088 シメチジン ２０％１ｇ チスタメット細粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20 R2.3.31まで
内用薬 2325001C1134 シメチジン ２０％１ｇ シメチジン細粒２０％「トーワ」 東和薬品 後発品 6.20 R2.3.31まで
内用薬 2325001C1142 シメチジン ２０％１ｇ シメチジン細粒２０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20 R1.6.14収載
内用薬 2325001C2092 シメチジン ４０％１ｇ カイロック細粒４０％ 藤本製薬 先発品 16.30
内用薬 2325001C2106 シメチジン ４０％１ｇ シメチジン細粒４０％「トーワ」 東和薬品 後発品 6.50 R2.3.31まで
内用薬 2325001F1017 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン２００ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2325001F1181 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ストマチジン錠２００ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 2325001F1211 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タガメット錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 14.00
内用薬 2325001F1440 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2325001F1513 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 5.60

内用薬 2325001F1530 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.60
内用薬 2325001F1548 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2325001F1556 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60
内用薬 2325001F1564 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1572 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60 R2.3.31まで
内用薬 2325001F1580 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 2325001F2013 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン４００ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 2325001F2048 シメチジン ４００ｍｇ１錠 タガメット錠４００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 14.50
内用薬 2325001F2129 シメチジン ４００ｍｇ１錠 ストマチジン錠４００ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 5.80 H31.3.31まで
内用薬 2325001F2153 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン錠４００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 5.80

内用薬 2325001F2196 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン錠４００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.80
内用薬 2325001F2226 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン錠４００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80
内用薬 2325001F2234 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン錠４００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.80
内用薬 2325001F2242 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン錠４００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 2325001F2250 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン錠４００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.80
内用薬 2325001F2269 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン錠４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80 R2.3.31まで
内用薬 2325002F1070 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.00
内用薬 2325002F1194 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ザンタック錠１５０ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 15.80

内用薬 2325002F1216 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 9.40
内用薬 2325002F1224 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 6.00

内用薬 2325002F1232 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 6.00
内用薬 2325002F1240 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 6.00 R2.3.31まで

内用薬 2325002F1259 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.40
内用薬 2325002F1267 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.00
内用薬 2325002F1275 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00
内用薬 2325002F1283 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.00
内用薬 2325002F2026 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ザンタック錠７５ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 14.50

内用薬 2325002F2123 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.80
内用薬 2325002F2131 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 5.80

内用薬 2325002F2140 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.80
内用薬 2325002F2158 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80
内用薬 2325002F2166 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 5.80 R2.3.31まで

内用薬 2325002F2174 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.80
内用薬 2325002F2182 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 2325002F2190 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 2325002F2204 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.80
内用薬 2325003B1022 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスター散１０％ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 190.30
内用薬 2325003B1065 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 76.10
内用薬 2325003B1090 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「日医工」 日医工 後発品 76.10
内用薬 2325003B1103 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 76.10
内用薬 2325003B1111 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 76.10
内用薬 2325003B1120 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 76.10

内用薬 2325003B2029 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスター散２％ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 42.80
内用薬 2325003B2045 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン細粒２％「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.10
内用薬 2325003B2126 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「日医工」 日医工 後発品 17.10
内用薬 2325003B2134 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 17.10
内用薬 2325003B2142 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「トーワ」 東和薬品 後発品 17.10
内用薬 2325003B2150 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 17.10

内用薬 2325003F1016 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン１０ｍｇ錠（１） 後発品 9.60
内用薬 2325003F1024 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスター錠１０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 22.30
内用薬 2325003F1040 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90
内用薬 2325003F1059 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 チオスター錠１０ 全星薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2325003F1148 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠１０ サンノーバ 後発品 9.90
内用薬 2325003F1210 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.90 R2.3.31まで
内用薬 2325003F1229 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 9.90 H31.3.31まで
内用薬 2325003F1245 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.90
内用薬 2325003F1253 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 2325003F1261 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90
内用薬 2325003F1270 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 9.90
内用薬 2325003F1288 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2325003F1300 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.90
内用薬 2325003F1318 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.90
内用薬 2325003F1334 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.90

内用薬 2325003F1350 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＴＢＰ」 東菱薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2325003F1369 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 9.90
内用薬 2325003F1377 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 12.40
内用薬 2325003F1385 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 9.90

内用薬 2325003F2012 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン２０ｍｇ錠（１） 後発品 9.90
内用薬 2325003F2020 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスター錠２０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 29.00
内用薬 2325003F2055 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０「サワイ」 沢井製薬 後発品 10.80
内用薬 2325003F2063 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 チオスター錠２０ 全星薬品工業 後発品 10.80
内用薬 2325003F2152 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠２０ サンノーバ 後発品 10.80
内用薬 2325003F2233 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 10.80
内用薬 2325003F2241 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 10.80 H31.3.31まで
内用薬 2325003F2276 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.80
内用薬 2325003F2284 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.80
内用薬 2325003F2292 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 後発品 15.90
内用薬 2325003F2306 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 10.80
内用薬 2325003F2322 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.90
内用薬 2325003F2330 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 10.80
内用薬 2325003F2349 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 10.80
内用薬 2325003F2357 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 10.80



内用薬 2325003F2373 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＴＢＰ」 東菱薬品工業 後発品 15.90
内用薬 2325003F2381 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 10.80
内用薬 2325003F2390 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 15.90
内用薬 2325003F2403 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 10.80

内用薬 2325003F3019 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン１０ｍｇ錠（２） 後発品 9.60
内用薬 2325003F3035 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠１０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 22.30
内用薬 2325003F3043 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ストマルコンＤ錠１０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 9.90 H31.3.31まで
内用薬 2325003F3124 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90
内用薬 2325003F3140 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 9.90

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

サンノーバ 後発品 9.90

内用薬 2325003F3183 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 2325003F3191 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90
内用薬 2325003F3205 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 後発品 9.90

内用薬 2325003F3213 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2325003F3221 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 9.90

内用薬 2325003F3230 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 2325003F3248 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＢ
Ｐ」

東菱薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2325003F3256 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 9.90

内用薬 2325003F3264 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 9.90

内用薬 2325003F4015 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン２０ｍｇ錠（２） 後発品 9.90
内用薬 2325003F4031 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠２０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 29.00
内用薬 2325003F4058 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ストマルコンＤ錠２０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 10.80 H31.3.31まで
内用薬 2325003F4147 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 10.80
内用薬 2325003F4163 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 10.80

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

サンノーバ 後発品 10.80

内用薬 2325003F4201 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.80
内用薬 2325003F4210 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.80
内用薬 2325003F4228 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 後発品 15.90

内用薬 2325003F4236 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 15.90

内用薬 2325003F4244 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 10.80

内用薬 2325003F4252 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 10.80

内用薬 2325003F4260 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＴＢ
Ｐ」

東菱薬品工業 後発品 15.90

内用薬 2325003F4279 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 15.90

内用薬 2325003F4287 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 10.80

内用薬 2325004C1022 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

２０％１ｇ アルタット細粒２０％ あすか製薬 先発品 100.30

内用薬 2325004M1044 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキサチカプセル７５ 大原薬品工業 後発品 20.20 H31.3.31まで

内用薬 2325004M1052 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキセタートカプセル７５ｍｇ 東和薬品 後発品 20.20 R2.3.31まで

内用薬 2325004M1087 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 アルタットカプセル７５ｍｇ あすか製薬 先発品 ○ 34.90

内用薬 2325004M1095 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放
カプセル７５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 20.20

内用薬 2325004M1109 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放
カプセル７５ｍｇ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 20.20 H30.6.15収載

内用薬 2325004M2032 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプ
セル

局 ロキサチカプセル３７．５ 大原薬品工業 後発品 12.40 H31.3.31まで

内用薬 2325004M2040 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプ
セル

局 ロキセタートカプセル３７．５ｍｇ 東和薬品 後発品 12.40 R2.3.31まで

内用薬 2325004M2067 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプ
セル

局 アルタットカプセル３７．５ｍｇ あすか製薬 先発品 ○ 21.60

内用薬 2325004M2075 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプ
セル

局 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放
カプセル３７．５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 12.40

内用薬 2325004M2083 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

３７．５ｍｇ１カプ
セル

局 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放
カプセル３７．５ｍｇ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 12.40 H30.6.15収載

内用薬 2325005F1031 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 アシノン錠１５０ｍｇ ゼリア新薬工業 先発品 ○ 29.50
内用薬 2325005F1040 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.30
内用薬 2325005F2020 ニザチジン ７５ｍｇ１錠 アシノン錠７５ｍｇ ゼリア新薬工業 先発品 ○ 18.70
内用薬 2325005M1120 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセ

ル
局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タナ

ベ」
ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 11.30

内用薬 2325005M1154 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセ
ル

局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 11.30 H31.3.31まで

内用薬 2325005M1162 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセ
ル

局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 21.20

内用薬 2325005M1170 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセ
ル

局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 21.20

内用薬 2325005M1189 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセ
ル

局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 11.30 H31.3.31まで

内用薬 2325005M1197 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセ
ル

局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 21.20 R2.3.31まで

内用薬 2325005M1200 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセ
ル

局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 21.20

内用薬 2325005M2088 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 9.90

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

武田テバファー
マ

後発品 9.90 H31.3.31まで

内用薬 2325005M2118 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 2325005M2126 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 13.60

内用薬 2325005M2134 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 13.60

内用薬 2325005M2142 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 13.60 H31.3.31まで

内用薬 2325005M2150 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 13.60 R2.3.31まで

内用薬 2325005M2169 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 13.60

内用薬 2325006F1036 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 プロテカジン錠５ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 18.60
内用薬 2325006F1044 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 10.60
内用薬 2325006F1052 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 10.60

内用薬 2325006F1060 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 10.60
内用薬 2325006F1079 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 10.60
内用薬 2325006F1087 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 10.60
内用薬 2325006F1095 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 10.60
内用薬 2325006F1109 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 10.60
内用薬 2325006F1117 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 10.60
内用薬 2325006F1125 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 10.60
内用薬 2325006F2032 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 プロテカジン錠１０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 30.90
内用薬 2325006F2040 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 17.20
内用薬 2325006F2059 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 17.20

内用薬 2325006F2067 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 17.20
内用薬 2325006F2075 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 17.20
内用薬 2325006F2083 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.20
内用薬 2325006F2091 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 17.20
内用薬 2325006F2105 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.20
内用薬 2325006F2113 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.20
内用薬 2325006F2121 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 17.20
内用薬 2325006F3020 ラフチジン ５ｍｇ１錠 プロテカジンＯＤ錠５ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 18.60
内用薬 2325006F4027 ラフチジン １０ｍｇ１錠 プロテカジンＯＤ錠１０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 30.90
内用薬 2329002D1060 アルジオキサ １０％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2329002D2059 アルジオキサ ２０％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒２０％「日医工」 日医工 後発品 6.20
内用薬 2329002D3020 アルジオキサ ２５％１ｇ 局 イサロン顆粒２５％ あすか製薬 後発品 7.40 H31.3.31まで
内用薬 2329002D3055 アルジオキサ ２５％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒２５％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 7.40
内用薬 2329002D3063 アルジオキサ ２５％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒２５％「あすか」 あすか製薬 後発品 7.40 H30.6.15収載
内用薬 2329002D4248 アルジオキサ ５０％１ｇ 局 イサロン顆粒５０％ あすか製薬 後発品 13.90 H31.3.31まで
内用薬 2329002D4302 アルジオキサ ５０％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒５０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.20
内用薬 2329002D4310 アルジオキサ ５０％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2329002D4329 アルジオキサ ５０％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒５０％「あすか」 あすか製薬 後発品 13.90 H30.6.15収載



内用薬 2329002F2130 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルキサ錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 5.60 R1.9.30まで
内用薬 2329002F2157 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルジオキサ錠１００ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 5.60
内用薬 2329002F2165 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 イサロン錠１００ｍｇ あすか製薬 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 2329002F2173 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2329002F2181 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルジオキサ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2329002F2190 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルジオキサ錠１００ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 5.60 H30.6.15収載
内用薬 2329002F2203 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.60 H30.12.14収載
内用薬 2329004C1129 セトラキサート塩酸塩 ４０％１ｇ ノイエル細粒４０％ アルフレッサ

ファーマ
先発品 20.60

内用薬 2329004C1161 セトラキサート塩酸塩 ４０％１ｇ セトラキサート塩酸塩細粒４０％「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 12.10 H31.3.31まで

内用薬 2329004M1159 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセ ラクマーゼカプセル２００ｍｇ 東和薬品 後発品 8.10 R2.3.31まで
内用薬 2329004M1175 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセ

ル
ノイエルカプセル２００ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 11.50

内用薬 2329004M1191 セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセ
ル

セトラキサート塩酸塩カプセル２００
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.10 H31.3.31まで

内用薬 2329005C2081 ピレンゼピン塩酸塩水和
物

１０％１ｇ ランクリック細粒１０％ 東和薬品 後発品 11.70 H31.3.31まで

内用薬 2329005F1219 ピレンゼピン塩酸塩水和
物

２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2329005F1251 ピレンゼピン塩酸塩水和
物

２５ｍｇ１錠 ガストロゼピン錠２５ｍｇ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 ○ 12.10

内用薬 2329005F1260 ピレンゼピン塩酸塩水和
物

２５ｍｇ１錠 ランクリック錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 2329005F1278 ピレンゼピン塩酸塩水和
物

２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2329005F1286 ピレンゼピン塩酸塩水和
物

２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.60

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

鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 2329006M2260 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセ
ル

ゲファルナートソフトカプセル１００
ｍｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 2329008C1097 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ アルサルミン細粒９０％ 中外製薬 先発品 ○ 6.40
内用薬 2329008C1135 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2329008D1173 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.20

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

日医工 後発品 6.20

内用薬 2329008S1105 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ アルサルミン内用液１０％ 中外製薬 先発品 ○ 3.00
内用薬 2329008S1113 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 2.30

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

日医工 後発品 2.30

内用薬 2329009C2055 スルピリド １０％１ｇ ドグマチール細粒１０％ アステラス製薬 先発品 ○ 15.50
内用薬 2329009C2080 スルピリド １０％１ｇ スルピリド細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2329009C3078 スルピリド ５０％１ｇ ドグマチール細粒５０％ アステラス製薬 先発品 ○ 38.30
内用薬 2329009C3108 スルピリド ５０％１ｇ スルピリド細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 15.30
内用薬 2329009F1098 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ（ＴＹＫ） 武田テバ薬品 後発品 6.30
内用薬 2329009F1110 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 13.10
内用薬 2329009F1152 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2329009F1179 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 アビリット錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 9.90
内用薬 2329009F1187 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.30
内用薬 2329009F1217 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30
内用薬 2329009F1225 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.30
内用薬 2329009M1364 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 スルピリドカプセル５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2329009M1380 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ドグマチールカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 13.10
内用薬 2329009M1445 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 スルピリドカプセル５０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 6.30 H31.3.31まで

内用薬 2329010F1031 プログルミド ２００ｍｇ１錠 プロミド錠２００ｍｇ 科研製薬 先発品 7.20 H31.3.31まで
内用薬 2329011C1196 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.20
内用薬 2329011C1200 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 8.20 R2.3.31まで
内用薬 2329011C1218 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 8.20
内用薬 2329011C2028 ソファルコン ２０％１ｇ ソロン細粒２０％ 大正製薬 先発品 ○ 22.80
内用薬 2329011C2052 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 12.70
内用薬 2329011C2095 ソファルコン ２０％１ｇ ラビン細粒２０％ 辰巳化学 後発品 12.70
内用薬 2329011C2109 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.30
内用薬 2329011C2117 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 12.70
内用薬 2329011C2125 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「トーワ」 東和薬品 後発品 12.70 R2.3.31まで
内用薬 2329011C2133 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.70
内用薬 2329011F1028 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソロン錠５０ 大正製薬 先発品 ○ 7.00
内用薬 2329011F1052 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ラビン錠５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2329011M2066 ソファルコン １００ｍｇ１カプセ ソロンカプセル１００ 大正製薬 先発品 ○ 11.70
内用薬 2329011M2082 ソファルコン １００ｍｇ１カプセ ラビンカプセル１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 8.40
内用薬 2329012C1026 テプレノン １０％１ｇ セルベックス細粒１０％ エーザイ 先発品 ○ 16.90
内用薬 2329012C1042 テプレノン １０％１ｇ アンタゴスチン細粒１０％ 陽進堂 後発品 11.20 H30.9.30まで
内用薬 2329012C1107 テプレノン １０％１ｇ セルテプノン細粒１０％ 武田テバ薬品 後発品 11.20
内用薬 2329012C1220 テプレノン １０％１ｇ デムナロン細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 11.20
内用薬 2329012C1271 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 11.20
内用薬 2329012C1310 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「日医工」 日医工 後発品 11.20
内用薬 2329012C1328 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 11.20
内用薬 2329012C1336 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.20
内用薬 2329012C1344 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.20
内用薬 2329012M1021 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 セルベックスカプセル５０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 9.40
内用薬 2329012M1102 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 セルテプノンカプセル５０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 6.20 R2.3.31まで
内用薬 2329012M1285 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 アンタゴスチンカプセル５０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.20 H30.9.30まで
内用薬 2329012M1293 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.20

内用薬 2329012M1315 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 デムナロンカプセル５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2329012M1331 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 6.20

内用薬 2329012M1340 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 6.20

内用薬 2329012M1358 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2329012M1366 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 6.20

内用薬 2329012M1374 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.20
内用薬 2329015C1100 トロキシピド ２０％１ｇ 局 アプレース細粒２０％ 杏林製薬 先発品 ○ 19.80
内用薬 2329015C1119 トロキシピド ２０％１ｇ 局 トロキシン細粒２０％ 大原薬品工業 後発品 11.50 H31.3.31まで
内用薬 2329015C1127 トロキシピド ２０％１ｇ 局 トロキシピド細粒２０％「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 11.50 H30.6.15収載
内用薬 2329015F2022 トロキシピド １００ｍｇ１錠 局 アプレース錠１００ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 11.80
内用薬 2329015F2138 トロキシピド １００ｍｇ１錠 局 トロキシン錠１００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 6.10 H31.3.31まで
内用薬 2329015F2146 トロキシピド １００ｍｇ１錠 局 トロキシピド錠１００ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 6.10 H30.6.15収載

内用薬 2329019M1040 ベネキサート塩酸塩
ベータデクス

２００ｍｇ１カプセ
ル

ウルグートカプセル２００ｍｇ 共和薬品工業 先発品 15.40

内用薬 2329019M1058 ベネキサート塩酸塩
ベータデクス

２００ｍｇ１カプセ
ル

ロンミールカプセル２００ｍｇ ナガセ医薬品 先発品 8.20

内用薬 2329020C1020 イルソグラジンマレイン
酸塩

０．８％１ｇ 局 ガスロンＮ細粒０．８％ 日本新薬 先発品 ○ 45.30

内用薬 2329020C1128 イルソグラジンマレイン
酸塩

０．８％１ｇ 局 イルソグラジンマレイン酸塩細粒０．
８％「日医工」

日医工 後発品 18.10

内用薬 2329020F1027 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 ガスロンＮ錠２ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 23.50

内用薬 2329020F1035 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 セレガスロン錠２ 武田テバファー
マ

後発品 9.70 R2.3.31まで

内用薬 2329020F1124 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 9.70

内用薬 2329020F1132 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.70

内用薬 2329020F1140 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 9.70 H31.3.31まで

内用薬 2329020F1159 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 9.70 R1.6.14収載

内用薬 2329020F2015 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩４ｍｇ錠 後発品 9.90

内用薬 2329020F2023 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 ガスロンＮ錠４ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 27.80

内用薬 2329020F2031 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 セレガスロン錠４ 武田テバファー
マ

後発品 16.10 R2.3.31まで

内用薬 2329020F2104 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 9.90

内用薬 2329020F2120 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 9.90 H31.3.31まで

内用薬 2329020F2139 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 16.10 R1.6.14収載



内用薬 2329020F3020 イルソグラジンマレイン
酸塩

２ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 23.50

内用薬 2329020F4026 イルソグラジンマレイン
酸塩

４ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 27.80

内用薬 2329021D1020 レバミピド ２０％１ｇ ムコスタ顆粒２０％ 大塚製薬 先発品 ○ 24.20
内用薬 2329021D1039 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 18.10
内用薬 2329021D1047 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 18.10
内用薬 2329021D1055 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「あすか」 あすか製薬 後発品 18.10 H31.3.31まで
内用薬 2329021D1063 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 18.10
内用薬 2329021D1071 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「タカタ」 高田製薬 後発品 18.10
内用薬 2329021D1080 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「日医工」 日医工 後発品 18.10
内用薬 2329021F1030 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 大原薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2329021F1056 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 9.90
内用薬 2329021F1064 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.90
内用薬 2329021F1072 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2329021F1080 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 9.90
内用薬 2329021F1099 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90
内用薬 2329021F1102 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 ムコスタ錠１００ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 12.90
内用薬 2329021F1110 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 9.90
内用薬 2329021F1129 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 後発品 9.90 H31.3.31まで
内用薬 2329021F1137 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2329021F1145 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 9.90

内用薬 2329021F1161 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.90
内用薬 2329021F1170 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 9.90
内用薬 2329021F1188 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.90
内用薬 2329021F1196 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 9.90
内用薬 2329021F1200 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 9.90

内用薬 2329021F1218 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.90
内用薬 2329021F1226 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90
内用薬 2329021F1250 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 9.90

内用薬 2329021F1269 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 9.90
内用薬 2329021F1277 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 2329021F1285 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 9.90
内用薬 2329021F1293 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 後発品 9.90

内用薬 2329021F1307 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 9.90

内用薬 2329021F1315 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 9.90
内用薬 2329021F1323 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス

ファ
後発品 9.90

内用薬 2329021F1331 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 大塚製薬工場 後発品 9.90
内用薬 2329021F1340 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 後発品 9.90
内用薬 2329021F2028 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 9.90

内用薬 2329021F2036 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 2329021F2044 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 9.90 H31.3.31まで

内用薬 2329022H1043 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラール錠２０ アストラゼネカ 先発品 ○ 111.30
内用薬 2329022H1051 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 111.30
内用薬 2329022H1086 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 41.10
内用薬 2329022H1094 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 56.50
内用薬 2329022H1108 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠「トーワ」２０ｍｇ 東和薬品 後発品 41.10
内用薬 2329022H1140 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 41.10
内用薬 2329022H1175 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 41.10 R2.3.31まで
内用薬 2329022H1183 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 41.10
内用薬 2329022H1191 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 後発品 56.50

内用薬 2329022H1205 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 41.10

内用薬 2329022H1213 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 56.50
内用薬 2329022H1221 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「武田

テバ」
武田テバファー
マ

後発品 41.10

内用薬 2329022H2023 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラール錠１０ アストラゼネカ 先発品 ○ 67.70
内用薬 2329022H2031 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 68.30
内用薬 2329022H2058 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠「トーワ」１０ｍｇ 東和薬品 後発品 27.00
内用薬 2329022H2082 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 27.00
内用薬 2329022H2090 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０「ＳＷ」 メディサ新薬 後発品 27.00
内用薬 2329022H2139 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 27.00
内用薬 2329022H2147 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 27.00 R2.3.31まで
内用薬 2329022H2155 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 27.00
内用薬 2329022H2163 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 後発品 36.30

内用薬 2329022H2171 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 27.00

内用薬 2329022H2180 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 後発品 27.00
内用薬 2329022H2198 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「武田

テバ」
武田テバファー
マ

後発品 27.00

内用薬 2329023F1020 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 局 タケプロンＯＤ錠１５ 武田テバ薬品 先発品 ○ 71.00
内用薬 2329023F1047 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「Ｄ

Ｋ」
大興製薬 後発品 26.40

内用薬 2329023F1071 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 26.40

内用薬 2329023F1080 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 26.40

内用薬 2329023F1098 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 26.40

内用薬 2329023F1101 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 35.60

内用薬 2329023F1110 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケ
ミファ」

シオノケミカル 後発品 26.40

内用薬 2329023F1128 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 26.40 R2.3.31まで

内用薬 2329023F1136 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「Ｒ
ＴＯ」

リョートーファ
イン

後発品 26.40

内用薬 2329023F1144 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武
田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 26.40 H30.6.15収載

内用薬 2329023F2019 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾール３０ｍｇ錠 後発品 37.30
内用薬 2329023F2027 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 局 タケプロンＯＤ錠３０ 武田テバ薬品 先発品 ○ 124.80
内用薬 2329023F2043 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「Ｄ

Ｋ」
大興製薬 後発品 46.50

内用薬 2329023F2078 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 46.50

内用薬 2329023F2086 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 46.50

内用薬 2329023F2094 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 46.50

内用薬 2329023F2108 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 62.70

内用薬 2329023F2116 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ケ
ミファ」

シオノケミカル 後発品 46.50

内用薬 2329023F2124 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 46.50 R2.3.31まで

内用薬 2329023F2140 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武
田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 46.50 H30.6.15収載

内用薬 2329023M1020 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 局 タケプロンカプセル１５ 武田テバ薬品 先発品 ○ 71.00
内用薬 2329023M1038 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 局 タイプロトンカプセル１５ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 26.40 R2.3.31まで
内用薬 2329023M1046 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 局 タピゾールカプセル１５ 武田テバファー

マ
後発品 26.40

内用薬 2329023M1070 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 26.40

内用薬 2329023M1100 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 35.60 R2.3.31まで

内用薬 2329023M1119 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 26.40

内用薬 2329023M1127 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 35.60

内用薬 2329023M1135 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「ＪＧ」

大興製薬 後発品 26.40

内用薬 2329023M1143 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 35.60

内用薬 2329023M1151 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「ケミファ」

シオノケミカル 後発品 26.40

内用薬 2329023M1160 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 26.40

内用薬 2329023M2026 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 局 タケプロンカプセル３０ 武田テバ薬品 先発品 ○ 124.80
内用薬 2329023M2034 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 局 タイプロトンカプセル３０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 46.50 R2.3.31まで



内用薬 2329023M2042 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 局 タピゾールカプセル３０ 武田テバファー
マ

後発品 46.50

内用薬 2329023M2077 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 46.50

内用薬 2329023M2107 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 62.70 R2.3.31まで

内用薬 2329023M2115 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 46.50

内用薬 2329023M2123 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 62.70

内用薬 2329023M2131 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「ＪＧ」

大興製薬 後発品 46.50

内用薬 2329023M2140 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 46.50

内用薬 2329023M2158 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「ケミファ」

シオノケミカル 後発品 46.50

内用薬 2329023M2166 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 46.50

内用薬 2329024F1025 ミソプロストール ２００μｇ１錠 サイトテック錠２００ ファイザー 先発品 32.70
内用薬 2329024F2021 ミソプロストール １００μｇ１錠 サイトテック錠１００ ファイザー 先発品 18.80
内用薬 2329026D1031 エカベトナトリウム水和

物
６６．７％１ｇ 局 ガストローム顆粒６６．７％ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 17.90

内用薬 2329026D1058 エカベトナトリウム水和
物

６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＮＳ」 日新製薬（山
形）

後発品 11.30

内用薬 2329026D1074 エカベトナトリウム水和
物

６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 11.30 H31.3.31まで

内用薬 2329026D1082 エカベトナトリウム水和
物

６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.30

内用薬 2329026D1090 エカベトナトリウム水和
物

６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 11.30

内用薬 2329026D1112 エカベトナトリウム水和
物

６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 11.30

内用薬 2329026D1139 エカベトナトリウム水和
物

６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 11.30

内用薬 2329027D1028 ポラプレジンク １５％１ｇ プロマック顆粒１５％ ゼリア新薬工業 先発品 ○ 53.50
内用薬 2329027D1044 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 38.10
内用薬 2329027D1052 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 38.10

内用薬 2329027D1079 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 38.10
内用薬 2329027D1087 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「タイ

ヨー」
大興製薬 後発品 38.10

内用薬 2329027D1109 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 38.10

内用薬 2329027F1029 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 プロマックＤ錠７５ ゼリア新薬工業 先発品 ○ 29.00
内用薬 2329027F1037 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 16.70

内用薬 2329027F1045 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 16.70

内用薬 2329028F1015 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム１０ｍｇ錠 後発品 21.10

内用薬 2329028F1023 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 パリエット錠１０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 99.90

内用薬 2329028F1031 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「Ａ
Ａ」

あすか製薬 後発品 55.10

内用薬 2329028F1040 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディクス 後発品 55.10

内用薬 2329028F1058 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 41.30

内用薬 2329028F1066 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 55.10

内用薬 2329028F1074 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 55.10

内用薬 2329028F1082 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 55.10

内用薬 2329028F1104 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 55.10

内用薬 2329028F1112 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 55.10

内用薬 2329028F1120 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 55.10

内用薬 2329028F1147 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 55.10

内用薬 2329028F1155 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 55.10

内用薬 2329028F1171 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 55.10

内用薬 2329028F1180 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 41.30

内用薬 2329028F1198 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 55.10

内用薬 2329028F1201 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「科研」

ダイト 後発品 55.10

内用薬 2329028F1210 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 55.10

内用薬 2329028F1228 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 41.30

内用薬 2329028F1236 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 41.30

内用薬 2329028F1244 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「タイヨー」

大興製薬 後発品 41.30

内用薬 2329028F1252 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 55.10

内用薬 2329028F1260 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ゼリア」

ゼリア新薬工業 後発品 55.10

内用薬 2329028F1279 ラベプラゾールナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 後発品 55.10

内用薬 2329028F2011 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム２０ｍｇ錠 後発品 36.10

内用薬 2329028F2020 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 パリエット錠２０ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 190.10

内用薬 2329028F2038 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「Ａ
Ａ」

あすか製薬 後発品 108.30

内用薬 2329028F2054 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 76.60

内用薬 2329028F2062 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 76.60

内用薬 2329028F2070 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 108.30

内用薬 2329028F2089 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 76.60

内用薬 2329028F2100 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 108.30

内用薬 2329028F2119 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 108.30

内用薬 2329028F2127 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 108.30

内用薬 2329028F2143 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 108.30

内用薬 2329028F2151 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 108.30

内用薬 2329028F2178 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 108.30

内用薬 2329028F2186 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 76.60

内用薬 2329028F2194 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 108.30

内用薬 2329028F2208 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「科研」

ダイト 後発品 108.30

内用薬 2329028F2216 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 108.30

内用薬 2329028F2224 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 76.60

内用薬 2329028F2232 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 76.60

内用薬 2329028F2240 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「タイヨー」

大興製薬 後発品 76.60

内用薬 2329028F2259 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 108.30

内用薬 2329028F2267 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ゼリア」

ゼリア新薬工業 後発品 76.60

内用薬 2329028F2275 ラベプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 後発品 108.30

内用薬 2329028F3026 ラベプラゾールナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 パリエット錠５ｍｇ エーザイ 先発品 55.50



内用薬 2329029D1027 エソメプラゾールマグネ
シウム水和物

１０ｍｇ１包 ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 80.60 H30.4.18収載

内用薬 2329029D2023 エソメプラゾールマグネ
シウム水和物

２０ｍｇ１包 ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 140.30 H30.4.18収載

内用薬 2329029M1027 エソメプラゾールマグネ
シウム水和物

１０ｍｇ１カプセル ネキシウムカプセル１０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 70.00

内用薬 2329029M2023 エソメプラゾールマグネ
シウム水和物

２０ｍｇ１カプセル ネキシウムカプセル２０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 121.80

内用薬 2329030F1020 ボノプラザンフマル酸塩 １０ｍｇ１錠 タケキャブ錠１０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 134.40
内用薬 2329030F2027 ボノプラザンフマル酸塩 ２０ｍｇ１錠 タケキャブ錠２０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 201.60
内用薬 2329100B1026 プロパンテリン臭化物・

クロロフィル配合剤
１ｇ メサフィリン配合散 サンノーバ 6.20 R2.3.31まで

内用薬 2329101F1065 プロパンテリン臭化物・
クロロフィル配合剤

１錠 メサフィリン配合錠 サンノーバ 5.80 R2.3.31まで

内用薬 2329107D1096 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ コランチル配合顆粒 共和薬品工業 準先発品 ○ 6.20

内用薬 2329107D1100 ジサイクロミン・水酸化
アルミニウム配合剤

１ｇ レスポリックス配合顆粒 鶴原製薬 後発品 5.90

内用薬 2329116R1041 アルギン酸ナトリウム １ｇ アルロイドＧ顆粒溶解用６７％ カイゲンファー
マ

21.90

内用薬 2329116S1078 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ サンメール内用液５％ 東亜薬品 後発品 9.70 H31.3.31まで
内用薬 2329116S1086 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルクレイン内用液５％ 鶴原製薬 後発品 6.60
内用薬 2329116S1094 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルロイドＧ内用液５％ カイゲンファー

マ
準先発品 ○ 16.10

内用薬 2329122C1044 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ アズレミン配合細粒 ニプロ 後発品 6.40

内用薬 2329122C1052 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭ
ＥＣ」

サンノーバ 後発品 6.40

内用薬 2329122D1341 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ アズクレニンＳ配合顆粒 長生堂製薬 後発品 6.40

内用薬 2329122D1376 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ グリマック配合顆粒 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 2329122D1392 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ トーワズレン配合顆粒 東和薬品 後発品 6.40

内用薬 2329122D1406 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ ポドニンＳ配合顆粒 武田テバファー
マ

後発品 6.40 H31.3.31まで

内用薬 2329122D1414 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ マーズレンＳ配合顆粒 寿製薬 準先発品 ○ 13.90

内用薬 2329122D1422 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ マナミンＧＡ配合顆粒 鶴原製薬 後発品 6.40

内用薬 2329122D1449 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ ヨウズレンＳ配合顆粒 陽進堂 後発品 6.40 H31.3.31まで

内用薬 2329122D1457 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ ルフレン配合顆粒 日医工 後発品 6.40

内用薬 2329122D1465 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ アズレンスルホン酸ナトリウム・Ｌ－
グルタミン配合顆粒「クニヒロ」

皇漢堂製薬 後発品 6.40

内用薬 2329122D1473 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１ｇ グロリアミン配合顆粒 サンド 後発品 6.40 H31.3.31まで

内用薬 2329122F1032 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１錠 マーズレン配合錠１．０ＥＳ 寿製薬 16.90

内用薬 2329122F2020 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１錠 マーズレン配合錠０．５ＥＳ 寿製薬 10.10

内用薬 2329122F3027 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物・Ｌ－グル
タミン

１錠 マーズレン配合錠０．３７５ＥＳ 寿製薬 8.20

内用薬 2329125B1034 メチオニン・メタケイ酸
アルミン酸マグネシウム
配合剤

１ｇ キャベジンＵコーワ配合散 興和 6.00

内用薬 2331001X1010 含糖ペプシン １０ｇ 局 含糖ペプシン 19.20
内用薬 2331003X1019 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ 24.20
内用薬 2331003X1051 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ケンエー」 健栄製薬 28.20
内用薬 2331003X1060 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 26.90
内用薬 2331003X1094 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ　シオエ シオエ製薬 28.20
内用薬 2331003X1132 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ〈ハチ〉 東洋製薬化成 32.50
内用薬 2331003X1140 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ホエイ」 マイラン製薬 28.20
内用薬 2331003X1191 ジアスターゼ １０ｇ 局 ※ ジアスターゼ（山善） 山善製薬 26.90
内用薬 2331003X1230 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ニッコー」 日興製薬 28.20
内用薬 2331003X1264 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「ヨシダ」 吉田製薬 28.20
内用薬 2331003X1280 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ原末「マルイシ」 丸石製薬 28.20
内用薬 2331003X1299 ジアスターゼ １０ｇ 局 ジアスターゼ「日医工」 日医工 26.00
内用薬 2331005A1031 アスペルギルス属菌由来

消化酵素
１ｇ タカヂアスターゼ原末 第一三共 6.20

内用薬 2331006X1012 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン 6.90
内用薬 2331006X1055 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 2331006X1063 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「三恵」 三恵薬品 7.40
内用薬 2331006X1071 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン　シオエ シオエ製薬 7.40
内用薬 2331006X1098 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.40
内用薬 2331006X1101 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ホエイ」 マイラン製薬 7.20 R2.3.31まで
内用薬 2331006X1195 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ヨシダ」 吉田製薬 8.90
内用薬 2331006X1217 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン原末「マルイシ」 丸石製薬 7.20
内用薬 2331006X1233 パンクレアチン １ｇ 局 パンクレアチン「ファイザー」原末 マイラン製薬 7.20 R1.6.14収載
内用薬 2331007D1029 パンクレリパーゼ ３００ｍｇ１包 リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 マイランＥＰＤ 先発品 60.10
内用薬 2331007M1029 パンクレリパーゼ １５０ｍｇ１カプセ リパクレオンカプセル１５０ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 32.20
内用薬 2332001X1017 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母 23.30
内用薬 2332001X1068 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母「ホエイ」 マイラン製薬 32.90 R2.3.31まで
内用薬 2332001X1076 乾燥酵母 １０ｇ 局 ※ 乾燥酵母（山善） 山善製薬 28.30
内用薬 2332001X1084 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母エビオス アサヒグループ

食品
36.90

内用薬 2332001X1122 乾燥酵母 １０ｇ 局 乾燥酵母「ファイザー」原末 マイラン製薬 32.90 R1.6.14収載
内用薬 2333001X1014 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ 17.40
内用薬 2333001X1162 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「マルイシ」 丸石製薬 17.50
内用薬 2333001X1227 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「ニッコー」 日興製薬 17.90
内用薬 2333001X1286 苦味チンキ １０ｍＬ 局 苦味チンキ「東豊」 東豊薬品 17.90 R2.3.31まで
内用薬 2333002X1019 コンズランゴ流エキス １ｍＬ 局 コンズランゴ流エキス 17.40
内用薬 2333003B1059 センブリ １ｇ ※ センブリ散（丸石） 丸石製薬 6.30 R2.3.31まで
内用薬 2333004Q1013 トウヒ １０ｍＬ 局 トウヒシロップ 12.80
内用薬 2333004S1010 トウヒチンキ １ｍＬ 局 トウヒチンキ 5.20
内用薬 2333005B1015 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス散 7.20
内用薬 2333005B1139 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス散「ニッコー」 日興製薬 7.40
内用薬 2333005X1012 ホミカエキス １ｇ 局 ホミカエキス 9.20
内用薬 2333006X1017 ホミカチンキ １０ｍＬ 局 ホミカチンキ 42.20
内用薬 2334001X1011 ケイヒ油 １ｍＬ 局 ケイヒ油 10.50
内用薬 2335001X1019 希塩酸 １０ｍＬ 局 希塩酸 8.80
内用薬 2339003B1192 β－ガラクトシダーゼ

（アスペルギルス）
５０％１ｇ ガランターゼ散５０％ ニプロＥＳ

ファーマ
先発品 ○ 36.80

内用薬 2339003B1206 β－ガラクトシダーゼ
（アスペルギルス）

５０％１ｇ カラシミーゼ散５０％ 鶴原製薬 後発品 17.60

内用薬 2339003D1029 β－ガラクトシダーゼ
（アスペルギルス）

５０％１ｇ オリザチーム顆粒 ヤクルト本社 後発品 32.20

内用薬 2339004C1036 β－ガラクトシダーゼ
（ペニシリウム）

５０％１ｇ ミルラクト細粒５０％ 高田製薬 先発品 63.30

内用薬 2339101B1027 炭酸水素ナトリウム・ニ
ガキ

１ｇ 健胃散「スズ」 鈴粉末薬品 6.20

内用薬 2339101B1035 炭酸水素ナトリウム・ニ
ガキ

１ｇ 健栄の健胃散 健栄製薬 6.20

内用薬 2339105X1022 炭酸水素ナトリウム・ゲ
ンチアナ末配合剤

１ｇ 重散 三恵薬品 後発品 6.20

内用薬 2339105X1030 炭酸水素ナトリウム・ゲ
ンチアナ末配合剤

１ｇ ビットサン 本草製薬 6.20

内用薬 2339106B1011 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散 6.90
内用薬 2339106B1054 センブリ・重曹 １ｇ 局 日粉センブリ・重曹散Ｎ 日本粉末薬品 7.20
内用薬 2339106B1089 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ケンエー」 健栄製薬 7.20
内用薬 2339106B1100 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散　シオエ シオエ製薬 7.70
内用薬 2339106B1143 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「マルイシ」 丸石製薬 7.40 R2.3.31まで
内用薬 2339106B1160 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「メタル」 中北薬品 7.90
内用薬 2339106B1194 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ヨシダ」 吉田製薬 7.40



内用薬 2339106B1216 センブリ・重曹 １ｇ 局 センブリ・重曹散「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

7.70

内用薬 2339107X1021 炭酸水素ナトリウム・ゲ
ンチアナ末配合剤

１ｇ ビアサン 本草製薬 6.20

内用薬 2339108F1101 センブリ・重曹 １錠 健胃配合錠「ＹＤ」 陽進堂 5.80
内用薬 2339113D1039 サナクターゼ配合剤 １ｇ エクセラーゼ配合顆粒 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 9.10 H31.3.31まで

内用薬 2339114F1034 サナクターゼ配合剤 １錠 エクセラーゼ配合錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 5.60

内用薬 2339114M1033 サナクターゼ配合剤 １カプセル エクセラーゼ配合カプセル Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 2339149M1045 ジアスターゼ配合剤 １カプセル タフマックＥ配合カプセル 小野薬品工業 5.90
内用薬 2339150D1030 ジアスターゼ配合剤 １ｇ タフマックＥ配合顆粒 小野薬品工業 10.80
内用薬 2339159M1030 ビオヂアスターゼ１００

０配合剤
１カプセル フェルターゼ配合カプセル 佐藤薬品工業 後発品 5.80

内用薬 2339161P1042 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１カプセル フェンラーゼ配合カプセル 日医工ファーマ 後発品 5.60

内用薬 2339163D1037 膵臓性消化酵素配合剤 １ｇ ベリチーム配合顆粒 共和薬品工業 11.60
内用薬 2339165D1028 ヒロダーゼ配合剤 １ｇ ポリトーゼ顆粒 武田薬品工業 13.60 H31.3.31まで
内用薬 2339166M1022 ヒロダーゼ配合剤 １カプセル ポリトーゼカプセル 武田薬品工業 7.30 H31.3.31まで
内用薬 2339177B1038 タカヂアスターゼ・生薬

配合剤
１ｇ Ｓ・Ｍ配合散 アルフレッサ

ファーマ
6.20

内用薬 2339178B1040 ジアスターゼ・生薬配合
剤

１ｇ ＨＭ散 小西製薬 後発品 5.60

内用薬 2339178B1075 ジアスターゼ・生薬配合
剤

１ｇ ＮＩＭ配合散 日医工 後発品 5.60

内用薬 2339179B1037 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ マナミンＴＭ散 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2339180B1030 ジアスターゼ・生薬配合
剤

１ｇ ＦＫ配合散 扶桑薬品工業 6.20

内用薬 2339181B1034 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ Ｍ・Ｍ配合散 日新製薬（山
形）

6.20

内用薬 2339185B1024 ジアスターゼ・生薬配合
剤

１ｇ ＫＭ散 東和薬品 6.20

内用薬 2339188B1036 ジアスターゼ・生薬配合
剤

１ｇ ＴＭ配合散 マイラン製薬 6.20

内用薬 2339189B1065 ジアスターゼ・生薬配合
剤

１ｇ ピーマーゲン配合散 あゆみ製薬 後発品 6.20

内用薬 2339193B1029 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ ＹＭ散「イセイ」 コーアイセイ 6.20

内用薬 2339195X1025 ロートエキス・ゲンチア
ナ末配合剤

１ｇ ベルサン 本草製薬 6.20

内用薬 2339206F1062 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１錠 サニアーゼ配合錠 コーアイセイ 後発品 5.60

内用薬 2339206F1070 ビオヂアスターゼ１００
０配合剤

１錠 アリーゼＳ配合錠 前田薬品工業 後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 2339209M1022 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル ケイラーゼＡカプセル 三恵薬品 後発品 5.60 R2.3.31まで

内用薬 2339209M1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル ケイラーゼＡＴ配合カプセル 三恵薬品 後発品 5.60 R1.6.14収載

内用薬 2339225D1048 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ヨウラーゼＥ配合顆粒 陽進堂 後発品 8.20

内用薬 2339226D1026 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ケイラーゼＳ顆粒 三恵薬品 後発品 10.00 R2.3.31まで

内用薬 2339226D1034 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ケイラーゼＳＡ配合顆粒 三恵薬品 後発品 10.00 R1.6.14収載

内用薬 2339229D1038 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ ハイフル配合顆粒 丸石製薬 後発品 10.00

内用薬 2339235F1034 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 オーネスＳＴ配合錠 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339241F1056 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 ボルトミー配合錠 全星薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2339244M1032 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１カプセル オーネスＳＰ配合カプセル 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2339262D1030 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１ｇ オーネスＮ配合顆粒 鶴原製薬 後発品 17.80

内用薬 2339263B1034 ビオヂアスターゼ・生薬
配合剤

１ｇ ＭＭＤ配合散 吉田製薬 後発品 6.20

内用薬 2339264B1039 カンゾウ末配合剤 １ｇ エヌ・エス配合散 日新製薬（山
形）

後発品 6.20 R2.3.31まで

内用薬 2339265F1027 ビオヂアスターゼ２００
０配合剤

１錠 マックターゼ配合錠 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2339266B1020 カンゾウ末配合剤 １ｇ つくしＡ・Ｍ配合散 富士フイルム富
山化学

6.20

内用薬 2343001X1010 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム 20.40
内用薬 2343001X1118 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 ※ 合成ケイ酸アルミニウム（山善） 山善製薬 23.50
内用薬 2343001X1185 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミ「ヨシダ」 吉田製薬 21.90
内用薬 2343001X1231 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム原末「マルイ

シ」
丸石製薬 23.50

内用薬 2343001X1240 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム「ファイ
ザー」原末

マイラン製薬 23.50

内用薬 2343002X1015 天然ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 天然ケイ酸アルミニウム 9.90
内用薬 2343005C1017 乾燥水酸化アルミニウム

ゲル
１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒 6.90

内用薬 2343005C1173 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 ※ アルミゲル細粒９９％（中外） 中外製薬 7.40 R2.3.31まで

内用薬 2343005X1019 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル 6.90

内用薬 2343005X1078 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル「ニッ
コー」

日興製薬 7.20

内用薬 2343005X1108 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル原末「マ
ルイシ」

丸石製薬 7.20

内用薬 2344001X1018 ケイ酸マグネシウム １０ｇ 局 ケイ酸マグネシウム 6.90
内用薬 2344002X1012 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム 9.20
内用薬 2344002X1055 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 健栄製薬 15.10
内用薬 2344002X1063 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 15.10
内用薬 2344002X1071 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「三恵」 三恵薬品 10.00
内用薬 2344002X1080 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム　シオエ シオエ製薬 10.30
内用薬 2344002X1098 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 13.00
内用薬 2344002X1101 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「東海」 東海製薬 10.00
内用薬 2344002X1136 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「ホエイ」 マイラン製薬 10.30
内用薬 2344002X1179 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（山善） 山善製薬 10.30
内用薬 2344002X1241 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重カマ「ヨシダ」 吉田製薬 15.10
内用薬 2344002X1314 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
10.00

内用薬 2344002X1322 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 丸石製薬 15.10
内用薬 2344002X1330 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「ＮｉｋＰ」 日医工 10.30
内用薬 2344002X1349 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 ニプロ 15.10
内用薬 2344003F1038 水酸化マグネシウム ３５０ｍｇ１錠 ミルマグ錠３５０ｍｇ エムジーファー

マ
5.60

内用薬 2344003S2024 水酸化マグネシウム ７．２％１０ｍＬ ミルマグ内用懸濁液７．２％ エムジーファー
マ

17.30

内用薬 2344004X1011 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム 7.20
内用薬 2344004X1119 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム　シオエ シオエ製薬 8.10
内用薬 2344004X1178 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.40
内用薬 2344004X1224 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 重曹「ホエイ」 マイラン製薬 7.40
内用薬 2344004X1402 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 吉田製薬 9.50
内用薬 2344005F1045 炭酸水素ナトリウム ５００ｍｇ１錠 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60
内用薬 2344006X1053 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム「ケンエー」 健栄製薬 13.70
内用薬 2344006X1134 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 ※ 炭酸マグネシウム（山善） 山善製薬 11.90
内用薬 2344006X1169 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム「ニッコー」 日興製薬 11.90
内用薬 2344006X1223 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 重質炭酸マグネシウム「日医工」 日医工 11.90
内用薬 2344007X1015 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム 7.20
内用薬 2344007X1031 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 健栄製薬 9.50
内用薬 2344007X1058 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 7.40
内用薬 2344007X1082 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 ※ 沈降炭酸カルシウム（山善） 山善製薬 7.40
内用薬 2344007X1104 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム恵美須 恵美須薬品化工 9.50
内用薬 2344007X1155 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」 吉田製薬 9.50
内用薬 2344008F1057 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠「ヨシダ」５００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2344008F1065 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠５００「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.80
内用薬 2344008F1081 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ 後発品 5.80
内用薬 2344008F2029 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 炭カル錠「ヨシダ」２５０ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2344009C1039 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％「ケン

エー」
健栄製薬 後発品 11.70

内用薬 2344009C1047 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％〈ハチ〉 東洋製薬化成 後発品 11.70
内用薬 2344009C1055 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグミット細粒８３％ 協和化学工業 後発品 11.70
内用薬 2344009C1063 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシ

ダ」
吉田製薬 後発品 11.70



内用薬 2344009F1035 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグミット錠２５０ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60
内用薬 2344009F1051 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「Ｔ

Ｘ」
グラフィコ 後発品 5.60

内用薬 2344009F1060 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬販売 後発品 5.60

内用薬 2344009F1078 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F1086 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ケン
エー」

健栄製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F1094 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシ
ダ」

吉田製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F2031 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグミット錠３３０ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60
内用薬 2344009F2058 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「Ｔ

Ｘ」
グラフィコ 後発品 5.60

内用薬 2344009F2066 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬販売 後発品 5.60

内用薬 2344009F2074 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F2082 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケン
エー」

健栄製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F2090 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシ
ダ」

吉田製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F3038 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 マグミット錠２００ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60
内用薬 2344009F3046 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨシ

ダ」
吉田製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F4034 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグミット錠５００ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.60
内用薬 2344009F4042 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マイ

ラン」
マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F4050 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ケン
エー」

健栄製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F4069 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシ
ダ」

吉田製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F5030 酸化マグネシウム ３００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３００ｍｇ「ヨシ
ダ」

吉田製薬 後発品 5.60

内用薬 2344009F6037 酸化マグネシウム ４００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠４００ｍｇ「ヨシ
ダ」

吉田製薬 後発品 5.60

内用薬 2349100X1182 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ アシドレス配合内服液 中北薬品 後発品 11.90

内用薬 2349100X1204 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ タイメック配合内用液 武田テバファー
マ

後発品 11.90

内用薬 2349100X1212 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ ディクアノン配合内用液 日新製薬（山
形）

後発品 11.90

内用薬 2349100X1220 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液 日医工 後発品 11.90

内用薬 2349100X1239 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液分包 日医工 後発品 11.90 H31.3.31まで

内用薬 2349100X1247 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マルファ配合内服液 東洋製薬化成 後発品 11.90

内用薬 2349101D1156 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ アイスフラット懸濁用配合顆粒 長生堂製薬 後発品 6.40

内用薬 2349101D1202 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ディクアノン懸濁用配合顆粒 日新製薬（山
形）

後発品 6.40

内用薬 2349101D1229 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マックメット懸濁用配合ＤＳ 沢井製薬 後発品 6.40

内用薬 2349101D1237 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マルファ懸濁用配合顆粒 東洋製薬化成 後発品 15.80

内用薬 2349101D1245 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マーレッジ懸濁用配合ＤＳ 東和薬品 後発品 6.40

内用薬 2349101D1253 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マーロックス懸濁用配合顆粒 サノフィ 後発品 15.80

内用薬 2349101D1261 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ リタロクス懸濁用配合顆粒 鶴原製薬 後発品 6.40

内用薬 2354001X1022 カスカラサグラダ流エキ
ス

１０ｍＬ ※ カスカラサグラダ流エキス（司生堂） 司生堂製薬 後発品 12.80

内用薬 2354002F1030 センナエキス ４０ｍｇ１錠 アジャストＡコーワ錠４０ｍｇ 興和 5.80
内用薬 2354002F2028 センナエキス ８０ｍｇ１錠 ヨーデルＳ糖衣錠－８０ 藤本製薬 後発品 6.50
内用薬 2354003D2048 センノシド ８％１ｇ センノサイド顆粒８％「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 12.60
内用薬 2354003F2251 センノシド １２ｍｇ１錠 センナリド錠１２ｍｇ サンド 後発品 5.00 R2.3.31まで
内用薬 2354003F2278 センノシド １２ｍｇ１錠 センノサイド錠１２ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 5.00 R2.3.31まで
内用薬 2354003F2294 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルダナ錠１２ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 5.00
内用薬 2354003F2316 センノシド １２ｍｇ１錠 プルゼニド錠１２ｍｇ サンファーマ 準先発品 ○ 5.60
内用薬 2354003F2332 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00
内用薬 2354003F2340 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 生晃栄養薬品 後発品 5.00
内用薬 2354003F2359 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 後発品 5.00
内用薬 2354003F2367 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00
内用薬 2354003F2375 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 2354003F2383 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00
内用薬 2354003F2391 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.00
内用薬 2354003F2405 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製

薬
後発品 5.00

内用薬 2354003F2413 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 5.00
内用薬 2354003F2421 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ホリイ」 堀井薬品工業 後発品 5.00
内用薬 2354003F2430 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 5.00 R1.6.14収載
内用薬 2354003F2448 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「武田テバ」 武田テバ薬品 後発品 5.00 R1.6.14収載
内用薬 2355001X1011 硫酸カリウム １０ｇ 局 硫酸カリウム 11.90
内用薬 2355002X1016 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 硫酸マグネシウム水和物 7.20
内用薬 2355002X1091 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 ※ 硫酸マグネシウム（山善） 山善製薬 7.70
内用薬 2355002X1130 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 硫酸マグネシウム「ＮｉｋＰ」 日医工 7.70
内用薬 2356001X1019 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油 11.70
内用薬 2356001X1124 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「東海」 東海製薬 13.50
内用薬 2356001X1159 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「マルイシ」 丸石製薬 14.20
内用薬 2356001X1183 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ※ ヒマシ油（山善） 山善製薬 14.20
内用薬 2356001X1248 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「ニッコー」 日興製薬 13.50
内用薬 2356001X1264 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「ヨシダ」 吉田製薬 14.20 H31.3.31まで
内用薬 2356001X1299 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「日医工」 日医工 13.50
内用薬 2356002X1013 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油 13.40
内用薬 2356002X1056 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油「ケンエー」 健栄製薬 13.90
内用薬 2356002X1188 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ※ 加香ヒマシ油（山善） 山善製薬 16.50
内用薬 2359001X2017 カルメロースナトリウム １ｇ 局 カルメロースナトリウム 7.20
内用薬 2359002D1035 カルメロースナトリウム １ｇ バルコーゼ顆粒７５％ サンノーバ 6.20
内用薬 2359005D1098 ピコスルファートナトリ

ウム水和物
１％１ｇ ヨーピス顆粒１％ コーアイセイ 後発品 9.60 H30.9.30まで

内用薬 2359005D1101 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

１％１ｇ ピコダルム顆粒１％ 日新製薬（山
形）

後発品 20.50

内用薬 2359005D1110 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウム顆粒１％
「イセイ」

コーアイセイ 後発品 9.60

内用薬 2359005F1137 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 シンラック錠２．５ 岩城製薬 後発品 5.80 R2.3.31まで

内用薬 2359005F1170 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ファースルー錠２．５ｍｇ 伏見製薬所 後発品 5.80

内用薬 2359005F1188 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ヨーピス錠２．５ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.80 H30.9.30まで

内用薬 2359005F1200 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 チャルドール錠２．５ｍｇ 武田テバファー
マ

後発品 5.80

内用薬 2359005F1218 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ラキソベロン錠２．５ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 8.00

内用薬 2359005F1226 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム錠２．５
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.80

内用薬 2359005F1234 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2359005F1242 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム錠２．５
ｍｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 2359005F1250 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム錠２．５
ｍｇ「イセイ」

コーアイセイ 後発品 5.80

内用薬 2359005F1269 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム錠２．５
ｍｇ「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.80 R1.6.14収載

内用薬 2359005F3032 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

７．５ｍｇ１錠 シンラック錠７．５ 岩城製薬 後発品 6.00 R2.3.31まで

内用薬 2359005F3040 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

７．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム錠７．５
ｍｇ「イワキ」

岩城製薬 後発品 6.00 R1.6.14収載

内用薬 2359005M1080 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１カプセ
ル

ピコルーラカプセル２．５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.80 R2.3.31まで

内用薬 2359005M1098 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１カプセ
ル

ピコスルファートナトリウムカプセル
２．５ｍｇ「ＴＣ」

東洋カプセル 後発品 5.80

内用薬 2359005M1101 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

２．５ｍｇ１カプセ
ル

ピコスルファートＮａカプセル２．５
ｍｇ「ＮＰＩ」

日本薬品工業 後発品 5.80 R1.6.14収載

内用薬 2359005R1095 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムＤＳ１％
「ＥＭＥＣ」

サンノーバ 後発品 26.70 H31.3.31まで

内用薬 2359005R1109 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

１％１ｇ スナイリンドライシロップ１％ マイランＥＰＤ 後発品 26.70

内用薬 2359005R1117 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムドライシ
ロップ１％「日医工」

日医工 後発品 10.80



内用薬 2359005S1194 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ チャルドール内用液０．７５％ 武田テバファー
マ

後発品 9.10 R1.9.30まで

内用薬 2359005S1216 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ヨーピス内用液０．７５％ コーアイセイ 後発品 9.10

内用薬 2359005S1224 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ラキソデート内用液０．７５％ 小林化工 後発品 9.10 H31.3.31まで

内用薬 2359005S1232 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ シンラック内用液０．７５％ 岩城製薬 後発品 9.10 R2.3.31まで

内用薬 2359005S1240 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ラキソベロン内用液０．７５％ 帝人ファーマ 先発品 ○ 22.60

内用薬 2359005S1259 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「ＣＨＯＳ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 9.10

内用薬 2359005S1283 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「日医工」

日医工 後発品 9.10

内用薬 2359005S1291 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 9.10

内用薬 2359005S1305 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートＮａ内用液０．７
５％「トーワ」

東和薬品 後発品 9.10

内用薬 2359005S1313 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 9.10

内用薬 2359005S1321 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートＮａ内用液０．７
５％「ＫＮ」

小林化工 後発品 9.10 H30.6.15収載

内用薬 2359005S1330 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートＮａ内用液０．７
５％「武田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 9.10 H30.12.14収載

内用薬 2359005S1348 ピコスルファートナトリ
ウム水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「イワキ」

岩城製薬 後発品 9.10 R1.6.14収載

内用薬 2359006M1025 ルビプロストン ２４μｇ１カプセル アミティーザカプセル２４μｇ マイランＥＰＤ 先発品 123.00
内用薬 2359006M2021 ルビプロストン １２μｇ１カプセル アミティーザカプセル１２μｇ マイランＥＰＤ 先発品 61.50 H30.11.28収載
内用薬 2359007F1020 ナルデメジントシル酸塩 ０．２ｍｇ１錠 スインプロイク錠０．２ｍｇ 塩野義製薬 先発品 272.10
内用薬 2359008F1025 エロビキシバット水和物 ５ｍｇ１錠 グーフィス錠５ｍｇ ＥＡファーマ 先発品 105.80 H30.4.18収載
内用薬 2359102X1056 センナ・センナ実 １ｇ ピムロ顆粒 本草製薬 後発品 6.20
内用薬 2359102X1072 センナ・センナ実 １ｇ アローゼン顆粒 ポーラファルマ 準先発品 ○ 7.20
内用薬 2359103X1034 ダイオウ・センナ配合剤 １錠 セチロ配合錠 ジェイドルフ製

薬
5.60

内用薬 2359106B1022 複方カンゾウ １ｇ 複方甘草散「スズ」 鈴粉末薬品 後発品 5.90
内用薬 2359108F1058 ジオクチルソジウムスル

ホサクシネート・カサン
スラノール

１錠 ベンコール配合錠 日医工ファーマ 後発品 5.60

内用薬 2359108F1066 ジオクチルソジウムスル
ホサクシネート・カサン
スラノール

１錠 ビーマス配合錠 日本臓器製薬 後発品 5.60

内用薬 2359109B1077 人工カルルス塩 １０ｇ 人工カルルス塩「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 後発品 6.90
内用薬 2359109B1115 人工カルルス塩 １０ｇ 人工カルルス塩「ヤマゼン」 山善製薬 後発品 6.90
内用薬 2359110B1029 マクロゴール４０００・

塩化ナトリウム・炭酸水
素ナトリウム・塩化カリ
ウム

６．８５２３ｇ１包 モビコール配合内用剤 ＥＡファーマ 先発品 83.90 H30.11.20収載

内用薬 2362001D1060 ウルソデオキシコール酸 ５％１ｇ 局 ウルソ顆粒５％ 田辺三菱製薬 7.40
内用薬 2362001F1088 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 準先発品 ○ 8.80
内用薬 2362001F1100 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ

「ＪＧ」
日本ジェネリッ
ク

後発品 6.00

内用薬 2362001F1118 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 6.00

内用薬 2362001F1134 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 6.00

内用薬 2362001F2149 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソ錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 準先発品 ○ 10.30
内用薬 2362001F2173 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ

「ＺＥ」
全星薬品工業 後発品 6.50

内用薬 2362001F2190 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 6.50

内用薬 2362001F2203 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 6.50

内用薬 2362001F2211 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 6.50

内用薬 2362001F2220 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 6.50

内用薬 2362001F2246 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 6.50

内用薬 2362003M2031 ケノデオキシコール酸 １２５ｍｇ１カプセ チノカプセル１２５ 藤本製薬 先発品 29.00
内用薬 2369003C1030 トレピブトン １０％１ｇ スパカール細粒１０％ 大原薬品工業 先発品 37.90
内用薬 2369003F1037 トレピブトン ４０ｍｇ１錠 スパカール錠４０ｍｇ 大原薬品工業 先発品 17.80
内用薬 2391001F1020 オンダンセトロン塩酸塩

水和物
２ｍｇ１錠 ゾフラン錠２ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 815.30 H31.3.31まで

内用薬 2391001F2027 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

４ｍｇ１錠 ゾフラン錠４ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 1,058.90 H31.3.31まで

内用薬 2391001F3023 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

２ｍｇ１錠 オンダンセトロンＯＤフィルム２ｍｇ
「ＧＦＰ」

ツキオカフィル
ム製薬

後発品 407.70 H30.12.14収載

内用薬 2391001F4020 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

４ｍｇ１錠 オンダンセトロンＯＤフィルム４ｍｇ
「ＧＦＰ」

ツキオカフィル
ム製薬

後発品 529.50 H30.12.14収載

内用薬 2391001Q1030 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

０．０５％１ｍＬ ゾフラン小児用シロップ０．０５％ ノバルティス
ファーマ

先発品 280.30 H31.3.31まで

内用薬 2391002C1037 グラニセトロン塩酸塩 ２ｍｇ１包 カイトリル細粒０．４％ 太陽ファルマ 先発品 964.90
内用薬 2391002F1025 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１錠 カイトリル錠１ｍｇ 太陽ファルマ 先発品 517.20
内用薬 2391002F2021 グラニセトロン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 カイトリル錠２ｍｇ 太陽ファルマ 先発品 999.80
内用薬 2391002Q1026 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１包 グラニセトロン内服ゼリー１ｍｇ「ケ

ミファ」
日医工 後発品 410.50

内用薬 2391002Q2022 グラニセトロン塩酸塩 ２ｍｇ１包 グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケ
ミファ」

日医工 後発品 714.80

内用薬 2391004F1024 ラモセトロン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 1,104.90
内用薬 2391005F1029 アザセトロン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 セロトーン錠１０ｍｇ 日本たばこ産業 先発品 1,112.20 H31.3.31まで
内用薬 2391006F1023 オンダンセトロン ４ｍｇ１錠 ゾフランザイディス４ ノバルティス

ファーマ
先発品 1,067.00 H31.3.31まで

内用薬 2391007F1028 インジセトロン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 シンセロン錠８ｍｇ 杏林製薬 先発品 1,276.90 R2.3.31まで
内用薬 2391008M1021 アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル イメンドカプセル８０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 3,359.40
内用薬 2391008M2028 アプレピタント １２５ｍｇ１カプセ イメンドカプセル１２５ｍｇ 小野薬品工業 先発品 4,919.40
内用薬 2391008M3024 アプレピタント １セット イメンドカプセルセット 小野薬品工業 先発品 11,638.20
内用薬 2399004C1077 メトクロプラミド ２％１ｇ プリンペラン細粒２％ アステラス製薬 準先発品 ○ 14.30
内用薬 2399004C1107 メトクロプラミド ２％１ｇ メトクロプラミド細粒２％「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2399004F1170 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 テルペラン錠５ あすか製薬 後発品 5.60
内用薬 2399004F1200 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 プリンペラン錠５ アステラス製薬 準先発品 ○ 6.40
内用薬 2399004F1219 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 エリーテン錠５ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 2399004F1227 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 プラミール錠５ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 5.60
内用薬 2399004F1235 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399004F1243 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 5.60

内用薬 2399004F1251 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2399004F1260 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 5.60 H30.6.15収載
内用薬 2399004F2029 メトクロプラミド １０ｍｇ１錠 局 テルペラン錠１０ あすか製薬 後発品 6.00
内用薬 2399004Q1090 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ プリンペランシロップ０．１％ アステラス製薬 30.40
内用薬 2399004Q1104 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ プラミールシロップ０．１％ ナガセ医薬品 後発品 13.30 R2.3.31まで
内用薬 2399005C1020 ドンペリドン １％１ｇ ナウゼリン細粒１％ 協和キリン 先発品 15.40
内用薬 2399005F1027 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナウゼリン錠５ 協和キリン 先発品 ○ 9.10
内用薬 2399005F1043 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ハドドリン錠「５」 辰巳化学 後発品 5.80
内用薬 2399005F1086 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 5.80 R2.3.31まで
内用薬 2399005F1167 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 5.80

内用薬 2399005F1183 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 5.80
内用薬 2399005F1191 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80
内用薬 2399005F1205 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 5.80

内用薬 2399005F1213 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.80
内用薬 2399005F1221 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.80
内用薬 2399005F1230 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.80
内用薬 2399005F1248 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 2399005F1256 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.80
内用薬 2399005F1264 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 2399005F2015 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン１０ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2399005F2023 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウゼリン錠１０ 協和キリン 先発品 ○ 14.00
内用薬 2399005F2120 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ハドドリン錠「１０」 辰巳化学 後発品 5.80 R2.3.31まで
内用薬 2399005F2260 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 5.80
内用薬 2399005F2287 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 5.80

内用薬 2399005F2295 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 5.80 R2.3.31まで
内用薬 2399005F2317 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.80
内用薬 2399005F2325 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 5.80

内用薬 2399005F2333 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 5.80
内用薬 2399005F2341 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.80



内用薬 2399005F2350 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 2399005F2368 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 5.80
内用薬 2399005F2384 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 2399005F3020 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナウゼリンＯＤ錠５ 協和キリン 先発品 ○ 9.10
内用薬 2399005F4026 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウゼリンＯＤ錠１０ 協和キリン 先発品 ○ 14.00
内用薬 2399005R1015 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリドン１％シロップ用 後発品 6.40
内用薬 2399005R1163 ドンペリドン １％１ｇ ナウゼリンドライシロップ１％ 協和キリン 先発品 ○ 21.00
内用薬 2399005R1210 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリドンＤＳ小児用１％「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 10.30

内用薬 2399006C1122 トリメブチンマレイン酸
塩

２０％１ｇ セレキノン細粒２０％ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 22.50

内用薬 2399006C1181 トリメブチンマレイン酸
塩

２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 9.00

内用薬 2399006C1190 トリメブチンマレイン酸
塩

２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 9.00

内用薬 2399006F1331 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 セレキノン錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 14.00

内用薬 2399006F1498 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 サペスロン錠１００ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.80 H31.3.31まで

内用薬 2399006F1528 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍ
ｇ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 5.80

内用薬 2399006F1536 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 5.80

内用薬 2399006F1544 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍ
ｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.80

内用薬 2399006F1552 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 2399006F1560 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 5.80

内用薬 2399006F1579 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2399008F1020 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ガナトン錠５０ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 15.40
内用薬 2399008F1047 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 8.70
内用薬 2399008F1055 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山

形）
後発品 8.70

内用薬 2399008F1071 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 8.70

内用薬 2399008F1080 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 8.70

内用薬 2399008F1098 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 後発品 8.70

内用薬 2399008F1101 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 8.70
内用薬 2399008F1110 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 8.70

内用薬 2399008F1136 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 8.70

内用薬 2399008F1144 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 8.70

内用薬 2399008F1152 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 8.70

内用薬 2399008F1160 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 8.70
内用薬 2399009D1024 メサラジン ５０％１ｇ メサラジン顆粒５０％「ＡＫＰ」 小林化工 後発品 53.00
内用薬 2399009D2020 メサラジン ９４％１ｇ ペンタサ顆粒９４％ 杏林製薬 先発品 150.30
内用薬 2399009F1033 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 後発品 21.70
内用薬 2399009F1041 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 21.70
内用薬 2399009F1076 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 21.70

内用薬 2399009F1092 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 21.70
内用薬 2399009F1106 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「サワイ」 日本薬品工業 後発品 21.70
内用薬 2399009F1114 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 21.70

内用薬 2399009F1122 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 21.70
内用薬 2399009F1130 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 21.70
内用薬 2399009F1149 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 ペンタサ錠２５０ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 42.10
内用薬 2399009F1157 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 20.50
内用薬 2399009F2030 メサラジン ５００ｍｇ１錠 ペンタサ錠５００ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 80.90
内用薬 2399009F2048 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 後発品 45.70
内用薬 2399009F2056 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 45.70
内用薬 2399009F2064 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 45.70
内用薬 2399009F2072 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」 日本薬品工業 後発品 45.70
内用薬 2399009F2099 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 45.70

内用薬 2399009F2110 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー
マ

後発品 45.70

内用薬 2399009F2129 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 45.70
内用薬 2399009F2137 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 45.70
内用薬 2399009F2145 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 45.70
内用薬 2399009F3028 メサラジン ４００ｍｇ１錠 アサコール錠４００ｍｇ ゼリア新薬工業 先発品 ○ 69.80
内用薬 2399009F3036 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 37.80

内用薬 2399009F3044 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 37.80

内用薬 2399009F3052 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 34.50
内用薬 2399009F3060 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 34.50
内用薬 2399009F3079 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「あす

か」
あすか製薬 後発品 34.50

内用薬 2399009F4024 メサラジン １，２００ｍｇ１錠 リアルダ錠１２００ｍｇ 持田製薬 先発品 203.80
内用薬 2399010B1034 モサプリドクエン酸塩水

和物
１％１ｇ 局 ガスモチン散１％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 31.40

内用薬 2399010B1042 モサプリドクエン酸塩水
和物

１％１ｇ 局 モサプリドクエン酸塩散１％「テバ」 武田テバ薬品 後発品 18.40 R2.3.31まで

内用薬 2399010B1050 モサプリドクエン酸塩水
和物

１％１ｇ 局 モサプリドクエン酸塩散１％「日医
工」

日医工 後発品 14.50

内用薬 2399010F1028 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 ガスモチン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 9.90

内用薬 2399010F1036 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＡＡ」

あすか製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1044 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＤＫ」

大興製薬 後発品 9.60 H31.3.31まで

内用薬 2399010F1052 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 9.60

内用薬 2399010F1060 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド 後発品 9.60

内用薬 2399010F1079 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 9.60

内用薬 2399010F1087 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 後発品 9.60 H31.3.31まで

内用薬 2399010F1095 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＫＯＧ」

日本薬品工業 後発品 9.60 R2.3.31まで

内用薬 2399010F1109 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1117 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 9.60

内用薬 2399010F1125 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 9.60

内用薬 2399010F1133 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＴＳＵ」

鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1141 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 9.60

内用薬 2399010F1150 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1168 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 9.60

内用薬 2399010F1176 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「イセイ」

コーアイセイ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1184 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 9.60

内用薬 2399010F1192 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 9.60

内用薬 2399010F1206 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 2399010F1214 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 9.60

内用薬 2399010F1222 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「テバ」

武田テバ薬品 後発品 9.60

内用薬 2399010F1230 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 9.60

内用薬 2399010F1249 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 9.60

内用薬 2399010F1257 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 9.60



内用薬 2399010F1265 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 9.60

内用薬 2399010F1273 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 9.60

内用薬 2399010F1281 モサプリドクエン酸塩水
和物

２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＮＰＩ」

日本薬品工業 後発品 9.60 R1.6.14収載

内用薬 2399010F2024 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 ガスモチン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 15.40

内用薬 2399010F2032 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ａ
Ａ」

あすか製薬 後発品 9.90

内用薬 2399010F2040 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 9.90 H31.3.31まで

内用薬 2399010F2059 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 9.90

内用薬 2399010F2067 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド 後発品 9.90

内用薬 2399010F2075 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 9.90

内用薬 2399010F2083 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 9.90 H31.3.31まで

内用薬 2399010F2091 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

日本薬品工業 後発品 9.90 R2.3.31まで

内用薬 2399010F2105 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 9.90

内用薬 2399010F2113 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 9.90

内用薬 2399010F2121 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 9.90

内用薬 2399010F2130 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＳ
Ｕ」

鶴原製薬 後発品 9.90

内用薬 2399010F2148 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 9.90

内用薬 2399010F2156 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2399010F2164 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2399010F2172 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 9.90

内用薬 2399010F2180 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 9.90

内用薬 2399010F2199 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 9.90

内用薬 2399010F2202 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 9.90

内用薬 2399010F2210 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 9.90

内用薬 2399010F2229 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 9.90

内用薬 2399010F2237 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 9.90

内用薬 2399010F2245 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 9.90

内用薬 2399010F2253 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 9.90

内用薬 2399010F2261 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 9.90

内用薬 2399010F2270 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 9.90

内用薬 2399010F2288 モサプリドクエン酸塩水
和物

５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 後発品 9.90 R1.6.14収載

内用薬 2399011C1042 ポリカルボフィルカルシ
ウム

８３．３％１ｇ コロネル細粒８３．３％ アステラス製薬 先発品 ○ 23.70

内用薬 2399011C1050 ポリカルボフィルカルシ
ウム

８３．３％１ｇ ポリフル細粒８３．３％ マイランＥＰＤ 先発品 ○ 24.10

内用薬 2399011C1069 ポリカルボフィルカルシ
ウム

８３．３％１ｇ ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％
「日医工」

日医工 後発品 13.90

内用薬 2399011F1022 ポリカルボフィルカルシ
ウム

５００ｍｇ１錠 コロネル錠５００ｍｇ アステラス製薬 先発品 15.30

内用薬 2399011F1030 ポリカルボフィルカルシ
ウム

５００ｍｇ１錠 ポリフル錠５００ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 15.30

内用薬 2399012M1026 セビメリン塩酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル エボザックカプセル３０ｍｇ 第一三共 先発品 106.50
内用薬 2399012M1034 セビメリン塩酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル サリグレンカプセル３０ｍｇ 日本化薬 先発品 100.70
内用薬 2399013D1020 ピロカルピン塩酸塩 ５ｍｇ１包 サラジェン顆粒０．５％ キッセイ薬品工

業
先発品 127.70

内用薬 2399013F1021 ピロカルピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 サラジェン錠５ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 127.50

内用薬 2399014F1026 ラモセトロン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 イリボー錠２．５μｇ アステラス製薬 先発品 88.30
内用薬 2399014F2022 ラモセトロン塩酸塩 ５μｇ１錠 イリボー錠５μｇ アステラス製薬 先発品 144.20
内用薬 2399014F3029 ラモセトロン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 イリボーＯＤ錠２．５μｇ アステラス製薬 先発品 88.30
内用薬 2399014F4025 ラモセトロン塩酸塩 ５μｇ１錠 イリボーＯＤ錠５μｇ アステラス製薬 先発品 144.20
内用薬 2399015F1020 アコチアミド塩酸塩水和

物
１００ｍｇ１錠 アコファイド錠１００ｍｇ ゼリア新薬工業 先発品 36.90

内用薬 2399016M1024 ブデソニド ３ｍｇ１カプセル ゼンタコートカプセル３ｍｇ ゼリア新薬工業 先発品 251.00
内用薬 2399017F1020 リナクロチド ０．２５ｍｇ１錠 リンゼス錠０．２５ｍｇ アステラス製薬 先発品 89.90
内用薬 2419001F1023 デスモプレシン酢酸塩水

和物
１２０μｇ１錠 ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ フェリング・

ファーマ
先発品 192.60

内用薬 2419001F2020 デスモプレシン酢酸塩水
和物

２４０μｇ１錠 ミニリンメルトＯＤ錠２４０μｇ フェリング・
ファーマ

先発品 323.70

内用薬 2419001F3026 デスモプレシン酢酸塩水
和物

６０μｇ１錠 ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ フェリング・
ファーマ

先発品 114.40

内用薬 2419001F4022 デスモプレシン酢酸塩水
和物

２５μｇ１錠 ミニリンメルトＯＤ錠２５μｇ フェリング・
ファーマ

先発品 59.50 R1.9.4収載

内用薬 2419001F5029 デスモプレシン酢酸塩水
和物

５０μｇ１錠 ミニリンメルトＯＤ錠５０μｇ フェリング・
ファーマ

先発品 100.00 R1.9.4収載

内用薬 2431001X1015 乾燥甲状腺 １ｇ 局 乾燥甲状腺 61.90
内用薬 2431003F1019 リオチロニンナトリウム ５μｇ１錠 局 リオチロニンナトリウム錠 9.60
内用薬 2431003F2015 リオチロニンナトリウム ２５μｇ１錠 局 リオチロニンナトリウム錠 10.50
内用薬 2431004B1038 レボチロキシンナトリウ

ム水和物
０．０１％１ｇ チラーヂンＳ散０．０１％ あすか製薬 先発品 58.00

内用薬 2431004F1013 レボチロキシンナトリウ
ム水和物

５０μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60

内用薬 2431004F2010 レボチロキシンナトリウ
ム水和物

２５μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60

内用薬 2431004F3016 レボチロキシンナトリウ
ム水和物

１００μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 11.40

内用薬 2431004F4012 レボチロキシンナトリウ
ム水和物

１２．５μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60

内用薬 2431004F5019 レボチロキシンナトリウ
ム水和物

７５μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60

内用薬 2432001F1017 チアマゾール ５ｍｇ１錠 局 チアマゾール錠 9.60
内用薬 2432002F1011 プロピルチオウラシル ５０ｍｇ１錠 局 プロピルチオウラシル錠 9.60
内用薬 2449003F1021 メテノロン酢酸エステル ５ｍｇ１錠 プリモボラン錠５ｍｇ バイエル薬品 10.80
内用薬 2452001F1036 コルチゾン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠 コートン錠２５ｍｇ 日医工 20.90
内用薬 2452002F1030 ヒドロコルチゾン １０ｍｇ１錠 コートリル錠１０ｍｇ ファイザー 7.30
内用薬 2452003F1035 フルドロコルチゾン酢酸

エステル
０．１ｍｇ１錠 フロリネフ錠０．１ｍｇ アスペンジャパ

ン
先発品 319.20

内用薬 2454002F1183 デキサメタゾン ０．５ｍｇ１錠 デカドロン錠０．５ｍｇ 日医工 5.60
内用薬 2454002F2023 デキサメタゾン ４ｍｇ１錠 レナデックス錠４ｍｇ セルジーン 先発品 171.70
内用薬 2454002F3020 デキサメタゾン ４ｍｇ１錠 デカドロン錠４ｍｇ 日医工 33.60
内用薬 2454002S1122 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デカドロンエリキシル０．０１％ 日医工 準先発品 ○ 4.20
内用薬 2454002S1149 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デキサメサゾンエリキシル０．０１％

「ニッシン」
日新製薬（山
形）

後発品 1.70 R2.3.31まで

内用薬 2454002S1157 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デキサメタゾンエリキシル０．０１％
「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 1.70 R1.6.14収載

内用薬 2454003F1030 トリアムシノロン ４ｍｇ１錠 レダコート錠４ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

21.20

内用薬 2454004B1040 ベタメタゾン ０．１％１ｇ リンデロン散０．１％ シオノギファー
マ

準先発品 ○ 29.90

内用薬 2454004B1059 ベタメタゾン ０．１％１ｇ リネステロン散０．１％ 扶桑薬品工業 後発品 19.90 R1.9.30まで
内用薬 2454004B1067 ベタメタゾン ０．１％１ｇ ベタメタゾン散０．１％「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 19.90 H30.12.14収載
内用薬 2454004F2081 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30
内用薬 2454004F2090 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 リンデロン錠０．５ｍｇ シオノギファー

マ
準先発品 ○ 13.90

内用薬 2454004F2103 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 リネステロン錠０．５ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 6.30 H31.3.31まで
内用薬 2454004Q1078 ベタメタゾン ０．０１％１ｍＬ リンデロンシロップ０．０１％ シオノギファー

マ
6.60

内用薬 2456001F1019 プレドニゾロン ５ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 9.60
内用薬 2456001F2015 プレドニゾロン １ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 8.10
内用薬 2456001F3011 プレドニゾロン ２．５ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 9.60
内用薬 2456001T1012 プレドニゾロン １ｇ 局 プレドニゾロン 1,063.20
内用薬 2456002B1062 プレドニゾロン １％１ｇ プレドニゾロン散「タケダ」１％ 武田テバ薬品 7.90



内用薬 2456003F1034 メチルプレドニゾロン ２ｍｇ１錠 メドロール錠２ｍｇ ファイザー 8.80
内用薬 2456003F2030 メチルプレドニゾロン ４ｍｇ１錠 メドロール錠４ｍｇ ファイザー 16.70
内用薬 2459100F1120 ベタメタゾン・ｄ－クロ

ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 エンペラシン配合錠 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2459100F1146 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 サクコルチン配合錠 日医工 後発品 5.60

内用薬 2459100F1154 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 セレスターナ配合錠 小林化工 後発品 5.60

内用薬 2459100F1162 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 セレスタミン配合錠 高田製薬 準先発品 ○ 9.30

内用薬 2459100F1170 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 ヒスタブロック配合錠 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1189 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 プラデスミン配合錠 武田テバファー
マ

後発品 5.60

内用薬 2459100F1197 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 ベタセレミン配合錠 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2459100Q1031 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１ｍＬ セレスタミン配合シロップ 高田製薬 5.20

内用薬 2462001F1016 メチルテストステロン ２５ｍｇ１錠 局 メチルテストステロン錠 51.10
内用薬 2462001F2012 メチルテストステロン １０ｍｇ１錠 局 メチルテストステロン錠 17.30
内用薬 2473001F1028 エストラジオール ０．５ｍｇ１錠 ジュリナ錠０．５ｍｇ バイエル薬品 先発品 63.50
内用薬 2474001F1017 エチニルエストラジオー

ル
０．５ｍｇ１錠 局 エチニルエストラジオール錠 33.90

内用薬 2475001F1014 エストリオール ０．１ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 9.60
内用薬 2475001F2010 エストリオール ０．５ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 13.60
内用薬 2475001F3017 エストリオール １ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 10.40
内用薬 2475001F3033 エストリオール １ｍｇ１錠 局 ※ エストリール錠１ｍｇ（持田） 持田製薬 14.70
内用薬 2475001F3050 エストリオール １ｍｇ１錠 局 ホーリン錠１ｍｇ あすか製薬 14.90
内用薬 2478001F1040 クロルマジノン酢酸エス

テル
２ｍｇ１錠 ルトラール錠２ｍｇ 富士製薬工業 25.40

内用薬 2478001F2012 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル２５ｍｇ
錠

後発品 10.90

内用薬 2478001F2179 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 プロスタール錠２５ あすか製薬 先発品 ○ 68.40

内用薬 2478001F2276 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 プロスタット錠２５ｍｇ 日本新薬 ★ 68.40

内用薬 2478001F2357 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 ロンステロン錠２５ｍｇ 日新製薬（山
形）

後発品 31.50

内用薬 2478001G1143 クロルマジノン酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 プロスタールＬ錠５０ｍｇ あすか製薬 先発品 ○ 120.80

内用薬 2478001G1160 クロルマジノン酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５
０ｍｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 48.30

内用薬 2478002F1061 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２．５ｍｇ１錠 プロゲストン錠２．５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 18.40 R2.3.31まで

内用薬 2478002F1070 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２．５ｍｇ１錠 プロベラ錠２．５ｍｇ ファイザー 準先発品 ○ 25.10

内用薬 2478002F1096 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステ
ル錠２．５ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 8.40

内用薬 2478002F1100 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステ
ル錠２．５ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 18.40 R1.6.14収載

内用薬 2478002F2033 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

５ｍｇ１錠 ヒスロン錠５ 協和キリン 準先発品 ○ 34.30

内用薬 2478002F2050 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

５ｍｇ１錠 プロゲストン錠５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 18.70 R2.3.31まで

内用薬 2478002F2068 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステ
ル錠５ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 18.70 R1.6.14収載

内用薬 2478002F3048 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２００ｍｇ１錠 プロゲストン錠２００ 富士製薬工業 後発品 110.90 R2.3.31まで

内用薬 2478002F3056 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２００ｍｇ１錠 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 協和キリン 先発品 ○ 236.00

内用薬 2478002F3064 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル

２００ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステ
ル錠２００ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 110.90 R1.6.14収載

内用薬 2478003F1031 ジドロゲステロン ５ｍｇ１錠 局 デュファストン錠５ｍｇ マイランＥＰＤ 34.80
内用薬 2479002F1026 ノルエチステロン ５ｍｇ１錠 ノアルテン錠（５ｍｇ） 富士製薬工業 35.30
内用薬 2479003F2078 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 ペリアス錠２５ｍｇ 日本新薬 後発品 47.20
内用薬 2479003F2094 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 コバレノール錠２５ 小林化工 後発品 25.10
内用薬 2479003F2108 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 メイエストン錠２５ 東和薬品 後発品 25.10
内用薬 2479003F2159 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 アリルエストレノール錠２５ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 25.10

内用薬 2479004F1033 結合型エストロゲン ０．６２５ｍｇ１錠 プレマリン錠０．６２５ｍｇ ファイザー 18.60
内用薬 2482003F1050 ノルエチステロン・メス

トラノール
１錠 ソフィアＡ配合錠 あすか製薬 7.90 H31.3.31まで

内用薬 2482004X1034 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ソフィアＣ配合錠 あすか製薬 13.40 H31.3.31まで

内用薬 2482005F1041 ノルゲストレル・エチニ
ルエストラジオール

１錠 局 プラノバール配合錠 あすか製薬 先発品 13.90

内用薬 2482007F1032 クロルマジノン酢酸エス
テル・メストラノール

１錠 ルテジオン配合錠 あすか製薬 27.80 H31.3.31まで

内用薬 2482009F1031 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 ルナベル配合錠ＬＤ ノーベルファー
マ

先発品 ○ 251.60

内用薬 2482009F1040 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ 持田製薬販売 後発品 150.20 H30.9.30まで

内用薬 2482009F1058 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 持田製薬販売 後発品 150.20

内用薬 2482009F1066 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ「あすか」 あすか製薬 後発品 150.20 H30.12.14収載

内用薬 2482009F1074 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ「サワイ」 沢井製薬 後発品 150.20 H30.12.14収載

内用薬 2482009F1082 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ「トーワ」 東和薬品 後発品 150.20 H30.12.14収載

内用薬 2482009F2020 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 ルナベル配合錠ＵＬＤ ノーベルファー
マ

先発品 ○ 314.10

内用薬 2482009F2038 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＵＬＤ「あすか」 あすか製薬 後発品 140.50 H30.12.14収載

内用薬 2482009F2046 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＵＬＤ「サワイ」 沢井製薬 後発品 140.50 H30.12.14収載

内用薬 2482009F2054 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＵＬＤ「トーワ」 東和薬品 後発品 140.50 H30.12.14収載

内用薬 2482009F2062 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＵＬＤ「モチダ」 持田製薬販売 後発品 140.50 H30.12.14収載

内用薬 2482010F1026 エストラジオール・レボ
ノルゲストレル

１錠 ウェールナラ配合錠 バイエル薬品 先発品 157.50

内用薬 2482011F1020 ドロスピレノン・エチニ
ルエストラジオール
ベータデクス

１シート ヤーズ配合錠 バイエル薬品 先発品 6,880.60

内用薬 2482011F2027 ドロスピレノン・エチニ
ルエストラジオール
ベータデクス

１錠 ヤーズフレックス配合錠 バイエル薬品 先発品 275.00

内用薬 2482012F1025 レボノルゲストレル・エ
チニルエストラジオール

１錠 ジェミーナ配合錠 ノーベルファー
マ

先発品 314.10 H30.8.29収載

内用薬 2491001F4025 カリジノゲナーゼ １０単位１錠 カリクレイン錠１０単位 バイエル薬品 12.10
内用薬 2491001F5056 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カルナクリン錠２５ 三和化学研究所 準先発品 ○ 10.80
内用薬 2491001F5099 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 サークレチンＳ錠２５ あすか製薬 準先発品 ○ 11.10 H31.3.31まで
内用薬 2491001F5137 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 ローザグッド錠２５ 藤本製薬 後発品 9.30
内用薬 2491001F5161 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2491001F5170 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2491001F5188 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60
内用薬 2491001F5196 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2491001F5200 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「サワ
イ」

東菱薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2491001F5226 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 5.60

内用薬 2491001F5234 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「あゆ
み」

あゆみ製薬 後発品 5.60

内用薬 2491001F6010 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ５０単位錠 後発品 5.80
内用薬 2491001F6060 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルナクリン錠５０ 三和化学研究所 準先発品 ○ 19.10
内用薬 2491001F6117 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 サークレチンＳ錠５０ あすか製薬 準先発品 ○ 16.40 H31.3.31まで
内用薬 2491001F6168 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 ローザグッド錠５０ 藤本製薬 後発品 13.90
内用薬 2491001F6206 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「ＮＰ」 ニプロ 後発品 7.60
内用薬 2491001M3044 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カルナクリンカプセル２５ 三和化学研究所 準先発品 ○ 10.80
内用薬 2491001M3079 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カリジノゲナーゼカプセル２５単位

「日医工」
日医工 後発品 5.60



内用薬 2499001F1032 シクロフェニル １００ｍｇ１錠 セキソビット錠１００ｍｇ あすか製薬 先発品 32.40
内用薬 2499003M1065 メピチオスタン ５ｍｇ１カプセル チオデロンカプセル５ｍｇ 日医工 先発品 87.30
内用薬 2499005F1030 ジノプロストン ０．５ｍｇ１錠 プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ

「科研」
科研製薬 先発品 267.40

内用薬 2499006M1026 ミトタン ５００ｍｇ１カプセ オペプリム ヤクルト本社 先発品 877.40
内用薬 2499007F1021 ダナゾール １００ｍｇ１錠 ボンゾール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 183.30
内用薬 2499007F2028 ダナゾール ２００ｍｇ１錠 ボンゾール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 355.70
内用薬 2499008F1034 トリロスタン ６０ｍｇ１錠 デソパン錠６０ｍｇ 持田製薬 先発品 580.40
内用薬 2499009F1012 クロミフェンクエン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロミフェンクエン酸塩錠 100.20
内用薬 2499010F1015 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト１ｍｇ錠 後発品 88.10
内用薬 2499010F1023 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ディナゲスト錠１ｍｇ 持田製薬 先発品 ○ 362.30
内用薬 2499010F1031 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 158.50
内用薬 2499010F1040 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 158.50

内用薬 2499010F1058 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 158.50
内用薬 2499010F1066 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＭＹＬ」 マイランＥＰＤ 後発品 158.50
内用薬 2499010F1082 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「キッセイ」 ジェイドルフ製

薬
後発品 158.50

内用薬 2499010F1090 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 158.50
内用薬 2499010F1104 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 158.50
内用薬 2499010F1112 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 158.50
内用薬 2499010F1120 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 後発品 158.50
内用薬 2499010F2020 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ 持田製薬 先発品 ○ 362.30
内用薬 2499010F2038 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 158.50
内用薬 2499010F2046 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 後発品 158.50
内用薬 2499010F2054 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「キッセ

イ」
ジェイドルフ製
薬

後発品 158.50

内用薬 2499010F2062 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 158.50
内用薬 2499010F2070 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 158.50 H30.6.15収載
内用薬 2499011M1027 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセ

ル
アボルブカプセル０．５ｍｇ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 210.10

内用薬 2499012F1022 トルバプタン ３０ｍｇ１錠 サムスカ錠３０ｍｇ 大塚製薬 先発品 2,953.50
内用薬 2499013F1027 レルゴリクス ４０ｍｇ１錠 レルミナ錠４０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 905.70 H31.2.26収載
内用薬 2519100M1110 グルタミン酸・アラニ

ン・アミノ酢酸配合剤
１カプセル パラプロスト配合カプセル 陽進堂 先発品 8.40

内用薬 2531001F1015 エルゴメトリンマレイン
酸塩

０．５ｍｇ１錠 局 エルゴメトリンマレイン酸塩錠 9.60

内用薬 2531002F1010 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．１２５ｍｇ１錠 局 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠 9.60

内用薬 2531002F1214 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．１２５ｍｇ１錠 局 パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ 持田製薬 9.90

内用薬 2531002F1249 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．１２５ｍｇ１錠 局 メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍ
ｇ「あすか」

あすか製薬 9.90

内用薬 2559001M1104 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセ ヘモクロンカプセル２００ｍｇ 天藤製薬 先発品 21.90
内用薬 2559002X1032 静脈血管叢エキス １錠 ヘモリンガル舌下錠０．１８ｍｇ 東菱薬品工業 21.70
内用薬 2559003F1040 メリロートエキス ２５ｍｇ１錠 タカベンス錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2559101X1036 ブロメライン・トコフェ

ロール酢酸エステル
１錠 ヘモナーゼ配合錠 ジェイドルフ製

薬
13.60

内用薬 2590001F1024 ウラジロガシエキス ２２５ｍｇ１錠 ウロカルン錠２２５ｍｇ 日本新薬 先発品 8.50
内用薬 2590002D1060 フラボキサート塩酸塩 ２０％１ｇ ブラダロン顆粒２０％ 日本新薬 先発品 45.80
内用薬 2590002F1355 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 アポラキート錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 7.30 H30.9.30まで
内用薬 2590002F1371 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ブラダロン錠２００ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 19.80
内用薬 2590002F1487 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ

「ＹＤ」
陽進堂 後発品 7.30

内用薬 2590002F1495 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 7.30

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

ダイト 後発品 7.30

内用薬 2590002F1517 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 7.30

内用薬 2590002F1525 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 7.30 H31.3.31まで

内用薬 2590002F1533 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7.30

内用薬 2590003F1023 セルニチンポーレンエキ
ス

１錠 セルニルトン錠 東菱薬品工業 先発品 15.20

内用薬 2590004F1010 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 リトドリン塩酸塩５ｍｇ錠 後発品 14.50
内用薬 2590004F1192 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ウテメリン錠５ｍｇ キッセイ薬品工

業
先発品 ○ 65.50

内用薬 2590004F1273 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ルテオニン錠５ｍｇ あすか製薬 後発品 62.70 H31.3.31まで
内用薬 2590004F1354 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 62.70 H30.6.15収載
内用薬 2590005F1022 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ポラキス錠２ サノフィ 先発品 ○ 14.50
内用薬 2590005F1260 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 5.80 H31.3.31まで

内用薬 2590005F1278 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.80

内用薬 2590005F1286 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 5.80

内用薬 2590005F1294 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.80

内用薬 2590005F1308 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 2590005F1316 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 2590005F2010 オキシブチニン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩３ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 2590005F2029 オキシブチニン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ポラキス錠３ サノフィ 先発品 ○ 19.00
内用薬 2590005F3025 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ポラキス錠１ サノフィ 先発品 ○ 14.00
内用薬 2590005F3092 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 2590005F3122 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 2590005F3149 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 5.60

内用薬 2590005F3157 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 5.60

内用薬 2590005F3165 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2590005F3173 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2590007C1025 プロピベリン塩酸塩 ２％１ｇ バップフォー細粒２％ 大鵬薬品工業 先発品 130.60
内用薬 2590007F1013 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩１０ｍｇ錠 後発品 14.60
内用薬 2590007F1021 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 バップフォー錠１０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 56.40
内用薬 2590007F1064 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠１０「ＫＮ」 小林化工 後発品 22.10
内用薬 2590007F1072 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＫ

Ｋ」
三和化学研究所 後発品 31.30

内用薬 2590007F1080 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 22.10

内用薬 2590007F1099 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠１０「タツミ」 辰巳化学 後発品 22.10
内用薬 2590007F1110 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 バップベリン錠１０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 22.10 R1.9.30まで
内用薬 2590007F1196 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ミクトノーム錠１０ｍｇ あすか製薬 後発品 31.30 H31.3.31まで
内用薬 2590007F1200 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ユリロシン錠１０ ダイト 後発品 22.10
内用薬 2590007F1218 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 22.10
内用薬 2590007F1234 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 22.10
内用薬 2590007F1242 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカ

タ」
高田製薬 後発品 22.10

内用薬 2590007F1250 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 31.30

内用薬 2590007F1269 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 22.10

内用薬 2590007F1285 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山
形）

後発品 22.10

内用薬 2590007F1293 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 31.30

内用薬 2590007F1307 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 31.30

内用薬 2590007F1323 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 後発品 31.30 H30.6.15収載

内用薬 2590007F1331 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「武田
テバ」

武田テバ薬品 後発品 22.10 H30.12.14収載

内用薬 2590007F2010 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩２０ｍｇ錠 後発品 24.40
内用薬 2590007F2028 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 バップフォー錠２０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 98.20
内用薬 2590007F2052 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠２０「ＫＮ」 小林化工 後発品 40.60
内用薬 2590007F2060 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 40.60

内用薬 2590007F2095 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 バップベリン錠２０ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 40.60 R1.9.30まで
内用薬 2590007F2168 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ミクトノーム錠２０ｍｇ あすか製薬 後発品 53.80 H31.3.31まで
内用薬 2590007F2176 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ユリロシン錠２０ ダイト 後発品 40.60
内用薬 2590007F2184 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 40.60
内用薬 2590007F2192 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＫ

Ｋ」
三和化学研究所 後発品 53.80



内用薬 2590007F2206 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 40.60

内用薬 2590007F2214 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 40.60
内用薬 2590007F2222 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タカ

タ」
高田製薬 後発品 40.60

内用薬 2590007F2249 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 40.60

内用薬 2590007F2257 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 40.60

内用薬 2590007F2273 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山
形）

後発品 40.60

内用薬 2590007F2281 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 53.80

内用薬 2590007F2290 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 40.60

内用薬 2590007F2311 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 後発品 53.80 H30.6.15収載

内用薬 2590007F2320 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「武田
テバ」

武田テバ薬品 後発品 40.60 H30.12.14収載

内用薬 2590008F1018 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩０．１ｍｇ錠 後発品 15.00
内用薬 2590008F1026 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．１ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 55.90
内用薬 2590008F1050 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ

「ケミファ」
日本薬品工業 後発品 22.40

内用薬 2590008F1077 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 22.40

内用薬 2590008F1085 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 22.40

内用薬 2590008F1093 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 22.40

内用薬 2590008F1107 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 リストリームＯＤ錠０．１ｍｇ あすか製薬 後発品 31.70 H31.3.31まで
内用薬 2590008F1115 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ

「アメル」
共和薬品工業 後発品 22.40

内用薬 2590008F1123 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 22.40

内用薬 2590008F1131 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 31.70

内用薬 2590008F1140 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 22.40

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

東和薬品 後発品 22.40

内用薬 2590008F1174 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 22.40

内用薬 2590008F1182 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「あすか」

あすか製薬 後発品 31.70 H30.6.15収載

内用薬 2590008F2014 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩０．２ｍｇ錠 後発品 28.60
内用薬 2590008F2022 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 101.00
内用薬 2590008F2057 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ

「ケミファ」
日本薬品工業 後発品 55.60

内用薬 2590008F2073 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 41.30

内用薬 2590008F2081 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 41.30

内用薬 2590008F2103 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 リストリームＯＤ錠０．２ｍｇ あすか製薬 後発品 55.60 H31.3.31まで
内用薬 2590008F2120 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 41.30

内用薬 2590008F2138 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 41.30

内用薬 2590008F2146 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 41.30

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

東和薬品 後発品 41.30

内用薬 2590008F2170 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 41.30

内用薬 2590008F2189 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「あすか」

あすか製薬 後発品 55.60 H30.6.15収載

内用薬 2590008F3029 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 局 塩酸タムスロシン錠０．１「ＥＫ」 小林化工 後発品 31.70 H31.3.31まで
内用薬 2590008F4025 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 局 塩酸タムスロシン錠０．２「ＥＫ」 小林化工 後発品 55.60 H31.3.31まで
内用薬 2590008N1098 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセ

ル
パルナックカプセル０．１ｍｇ 武田テバファー

マ
後発品 22.40

内用薬 2590008N1128 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセ
ル

タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ
ｇ「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 22.40

内用薬 2590008N1152 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセ
ル

タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 22.40

内用薬 2590008N1179 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセ
ル

タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 22.40

内用薬 2590008N1195 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセ
ル

タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 22.40

内用薬 2590008N1209 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセ
ル

タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ
ｇ「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 22.40

内用薬 2590008N1217 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセ
ル

タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ
ｇ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 22.40

内用薬 2590008N2086 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセ
ル

パルナックカプセル０．２ｍｇ 武田テバファー
マ

後発品 41.30

内用薬 2590008N2124 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセ
ル

タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ
ｇ「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 55.60

内用薬 2590008N2167 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセ
ル

タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 41.30

内用薬 2590008N2183 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセ
ル

タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 41.30

内用薬 2590008N2191 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセ
ル

タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 41.30

内用薬 2590008N2205 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセ
ル

タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ
ｇ「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 55.60

内用薬 2590008N2213 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセ
ル

タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ
ｇ「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 41.30

内用薬 2590009F1012 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 ナフトピジル２５ｍｇ錠（１） 後発品 10.90
内用薬 2590009F1039 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 フリバス錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 40.20
内用薬 2590009F1063 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 13.30
内用薬 2590009F1071 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 13.30
内用薬 2590009F1080 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 13.30
内用薬 2590009F1098 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.30
内用薬 2590009F1101 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 13.30
内用薬 2590009F1128 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 13.30
内用薬 2590009F1136 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 13.30
内用薬 2590009F1144 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 13.30
内用薬 2590009F1152 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 13.30

内用薬 2590009F2019 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 ナフトピジル５０ｍｇ錠（１） 後発品 21.90
内用薬 2590009F2035 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 フリバス錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 81.90
内用薬 2590009F2060 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 26.90
内用薬 2590009F2086 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 26.90
内用薬 2590009F2094 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 26.90
内用薬 2590009F2108 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 26.90
内用薬 2590009F2116 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 26.90

内用薬 2590009F2124 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 26.90
内用薬 2590009F2132 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 26.90
内用薬 2590009F2140 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 26.90
内用薬 2590009F2159 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 26.90

内用薬 2590009F3015 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 ナフトピジル７５ｍｇ錠（１） 後発品 33.50
内用薬 2590009F3023 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 フリバス錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 117.50
内用薬 2590009F3040 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 39.70
内用薬 2590009F3058 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 39.70
内用薬 2590009F3074 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 39.70
内用薬 2590009F3082 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.70
内用薬 2590009F3090 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 39.70
内用薬 2590009F3104 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 39.70

内用薬 2590009F3120 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.70
内用薬 2590009F3139 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 39.70
内用薬 2590009F3147 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 39.70

内用薬 2590009F4011 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 ナフトピジル５０ｍｇ錠（２） 後発品 21.90
内用薬 2590009F4020 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 フリバスＯＤ錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 81.90
内用薬 2590009F4038 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 26.90

内用薬 2590009F4062 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 26.90

内用薬 2590009F4070 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 26.90



内用薬 2590009F4089 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 26.90

内用薬 2590009F4097 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 26.90
内用薬 2590009F4100 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「あす

か」
あすか製薬 後発品 26.90

内用薬 2590009F4127 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 26.90

内用薬 2590009F4135 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 26.90

内用薬 2590009F4143 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 26.90

内用薬 2590009F4160 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 26.90

内用薬 2590009F4186 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 26.90

内用薬 2590009F4194 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ニッ
トー」

日東メディック 後発品 26.90

内用薬 2590009F4208 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 26.90

内用薬 2590009F4216 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 後発品 26.90

内用薬 2590009F4224 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 26.90

内用薬 2590009F5018 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 ナフトピジル７５ｍｇ錠（２） 後発品 33.50
内用薬 2590009F5026 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 117.50
内用薬 2590009F5034 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 39.70

内用薬 2590009F5069 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 39.70

内用薬 2590009F5077 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 39.70
内用薬 2590009F5085 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 39.70

内用薬 2590009F5093 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.70
内用薬 2590009F5107 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「あす

か」
あすか製薬 後発品 39.70

内用薬 2590009F5123 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 39.70

内用薬 2590009F5131 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 39.70

内用薬 2590009F5140 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 39.70

内用薬 2590009F5166 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 39.70

内用薬 2590009F5182 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 39.70

内用薬 2590009F5190 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ニッ
トー」

日東メディック 後発品 39.70

内用薬 2590009F5204 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 39.70

内用薬 2590009F5212 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 後発品 39.70

内用薬 2590009F5220 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 39.70

内用薬 2590009F6014 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 ナフトピジル２５ｍｇ錠（２） 後発品 10.90
内用薬 2590009F6022 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 フリバスＯＤ錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 40.20
内用薬 2590009F6030 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 13.30

内用薬 2590009F6049 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 13.30
内用薬 2590009F6057 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＦＦ

Ｐ」
共創未来ファー
マ

後発品 13.30

内用薬 2590009F6065 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 13.30

内用薬 2590009F6073 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 13.30
内用薬 2590009F6081 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 13.30

内用薬 2590009F6090 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.30
内用薬 2590009F6103 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「あす

か」
あすか製薬 後発品 13.30

内用薬 2590009F6120 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 13.30

内用薬 2590009F6138 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 13.30

内用薬 2590009F6146 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 13.30

内用薬 2590009F6154 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 13.30

内用薬 2590009F6162 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 13.30

内用薬 2590009F6170 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 13.30

内用薬 2590009F6197 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ニッ
トー」

日東メディック 後発品 13.30

内用薬 2590009F6200 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 13.30

内用薬 2590009F6219 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 後発品 13.30

内用薬 2590009F6227 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 13.30

内用薬 2590010F1023 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 ユリーフ錠２ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 ○ 37.00

内用薬 2590010F1031 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 18.00 H30.12.14収載

内用薬 2590010F1040 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 14.40 R1.6.14収載

内用薬 2590010F1058 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 14.40 R1.6.14収載

内用薬 2590010F1066 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F1074 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F1082 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F1090 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F1104 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F1112 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 14.40 R1.6.14収載

内用薬 2590010F1120 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F1139 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F2020 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 ユリーフ錠４ｍｇ キッセイ薬品工

業
先発品 ○ 72.10

内用薬 2590010F2038 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 35.00 H30.12.14収載

内用薬 2590010F2046 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 28.00 R1.6.14収載

内用薬 2590010F2054 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 28.00 R1.6.14収載

内用薬 2590010F2062 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F2070 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F2089 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F2097 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F2100 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F2119 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 28.00 R1.6.14収載

内用薬 2590010F2127 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F2135 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F3026 シロドシン ２ｍｇ１錠 ユリーフＯＤ錠２ｍｇ キッセイ薬品工

業
先発品 ○ 37.00

内用薬 2590010F3034 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 18.00 H30.12.14収載

内用薬 2590010F3042 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F3050 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 14.40 R1.6.14収載

内用薬 2590010F3069 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F3077 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F3085 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F3093 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F3107 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F3115 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 14.40 R1.6.14収載

内用薬 2590010F3123 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F3131 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F3140 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 14.40 R1.6.14収載
内用薬 2590010F3158 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 14.40 R1.6.14収載

内用薬 2590010F3166 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 14.40 R1.6.14収載



内用薬 2590010F4022 シロドシン ４ｍｇ１錠 ユリーフＯＤ錠４ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 ○ 72.10

内用薬 2590010F4030 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 35.00 H30.12.14収載

内用薬 2590010F4049 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F4057 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 28.00 R1.6.14収載

内用薬 2590010F4065 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F4073 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F4081 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F4090 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F4103 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F4111 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 28.00 R1.6.14収載

内用薬 2590010F4120 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F4138 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F4146 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590010F4154 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 28.00 R1.6.14収載

内用薬 2590010F4162 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 28.00 R1.6.14収載
内用薬 2590011F1028 コハク酸ソリフェナシン ２．５ｍｇ１錠 ベシケア錠２．５ｍｇ アステラス製薬 先発品 109.10
内用薬 2590011F2024 コハク酸ソリフェナシン ５ｍｇ１錠 ベシケア錠５ｍｇ アステラス製薬 先発品 183.90
内用薬 2590011F3020 コハク酸ソリフェナシン ２．５ｍｇ１錠 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ アステラス製薬 先発品 109.10
内用薬 2590011F4027 コハク酸ソリフェナシン ５ｍｇ１錠 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ アステラス製薬 先発品 183.90
内用薬 2590012M1021 酒石酸トルテロジン ２ｍｇ１カプセル デトルシトールカプセル２ｍｇ ファイザー 先発品 108.00
内用薬 2590012M2028 酒石酸トルテロジン ４ｍｇ１カプセル デトルシトールカプセル４ｍｇ ファイザー 先発品 181.40
内用薬 2590013F1027 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ウリトス錠０．１ｍｇ 杏林製薬 先発品 92.10
内用薬 2590013F1035 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ステーブラ錠０．１ｍｇ 小野薬品工業 先発品 93.70
内用薬 2590013F2023 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ 杏林製薬 先発品 92.10
内用薬 2590013F2031 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ 小野薬品工業 先発品 93.70
内用薬 2590014F1021 ミラベグロン ２５ｍｇ１錠 ベタニス錠２５ｍｇ アステラス製薬 先発品 110.50
内用薬 2590014F2028 ミラベグロン ５０ｍｇ１錠 ベタニス錠５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 185.70
内用薬 2590015G1021 フェソテロジンフマル酸

塩
４ｍｇ１錠 トビエース錠４ｍｇ ファイザー 先発品 180.90

内用薬 2590015G2028 フェソテロジンフマル酸
塩

８ｍｇ１錠 トビエース錠８ｍｇ ファイザー 先発品 271.90

内用薬 2590016F1020 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 ザルティア錠２．５ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 111.70

内用薬 2590016F2027 タダラフィル ５ｍｇ１錠 ザルティア錠５ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 218.00

内用薬 2590017F1025 ビベグロン ５０ｍｇ１錠 ベオーバ錠５０ｍｇ 杏林製薬 先発品 185.70 H30.11.20収載
内用薬 2590100X1112 オオウメガサソウエキ

ス・ハコヤナギエキス配
合剤

１錠 エピカルス配合錠 シオノケミカル 後発品 5.80

内用薬 2590100X1139 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配
合剤

１錠 エルサメット配合錠 武田テバファー
マ

後発品 5.80

内用薬 2590100X2011 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配
合剤

１錠 オオウメガサソウエキス・ハコヤナギ
エキス配合錠（２）

後発品 7.00

内用薬 2590100X2046 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配
合剤

１錠 エビプロスタット配合錠ＤＢ 日本新薬 準先発品 ○ 40.00

内用薬 2699002F1046 メトキサレン １０ｍｇ１錠 オクソラレン錠１０ｍｇ 大正製薬 42.60
内用薬 2699003F1024 ジアフェニルスルホン ２５ｍｇ１錠 レクチゾール錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 74.90
内用薬 2900001A2036 セファランチン １％１ｇ セファランチン末１％ メディサ新薬 57.40
内用薬 2900001F1029 セファランチン １ｍｇ１錠 セファランチン錠１ｍｇ メディサ新薬 7.90
内用薬 2900002C1019 ガンマオリザノール ２０％１ｇ ガンマオリザノール２０％細粒 後発品 6.20
内用薬 2900002C1167 ガンマオリザノール ２０％１ｇ ハイゼット細粒２０％ 大塚製薬 準先発品 ○ 31.30
内用薬 2900002F4065 ガンマオリザノール ２５ｍｇ１錠 ハイゼット錠２５ｍｇ 大塚製薬 9.00
内用薬 2900002F5274 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 ハイゼット錠５０ｍｇ 大塚製薬 準先発品 ○ 9.60
内用薬 2900002F5290 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 ガンマオリザノール錠５０ｍｇ「ツル

ハラ」
鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2900002F5304 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 ガンマオリザノール錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2900003Q1029 プロプラノロール塩酸塩 ０．３７５％１ｍＬ ヘマンジオルシロップ小児用０．３７
５％

マルホ 先発品 260.20

内用薬 3111002A1039 ビタミンＡ １０，０００単位１ チョコラＡ末１万単位／ｇ サンノーバ 23.50
内用薬 3111002F1036 ビタミンＡ １０，０００単位１ チョコラＡ錠１万単位 サンノーバ 11.40
内用薬 3111003S1039 レチノールパルミチン酸

エステル
３０，０００単位１
ｍＬ

チョコラＡ滴０．１万単位／滴 サンノーバ 77.60

内用薬 3112001B4036 アルファカルシドール １μｇ１ｇ アルファロール散１μｇ／ｇ 中外製薬 先発品 74.70
内用薬 3112001F1047 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 カルフィーナ錠０．２５μｇ 共和薬品工業 後発品 5.80
内用薬 3112001F1055 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．２５μｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 15.50
内用薬 3112001F2019 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 アルファカルシドール０．５μｇ錠 後発品 5.80
内用薬 3112001F2051 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．５μｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 23.20
内用薬 3112001F3015 アルファカルシドール １μｇ１錠 アルファカルシドール１μｇ錠 後発品 8.00
内用薬 3112001F3058 アルファカルシドール １μｇ１錠 ワンアルファ錠１．０μｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 38.70
内用薬 3112001M1046 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ

セル
アルファロールカプセル０．２５μｇ 中外製薬 先発品 ○ 15.50

内用薬 3112001M1119 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ
セル

トヨファロールカプセル０．２５ 旭化成ファーマ 後発品 5.80

内用薬 3112001M1135 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ
セル

ワークミンカプセル０．２５ あすか製薬 後発品 12.70 H31.3.31まで

内用薬 3112001M1224 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ
セル

アルシオドールカプセル０．２５μｇ シオノケミカル 後発品 5.80

内用薬 3112001M1232 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 5.80 H31.3.31まで

内用薬 3112001M1240 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「日医工」

日医工 後発品 5.80

内用薬 3112001M1259 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「テバ」

武田テバ薬品 後発品 5.80

内用薬 3112001M1267 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 5.80

内用薬 3112001M1275 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「ＥＥ」

サンノーバ 後発品 5.80

内用薬 3112001M1291 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.80

内用薬 3112001M1305 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 3112001M1313 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「ＢＭＤ」

ビオメディクス 後発品 5.80

内用薬 3112001M1321 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 12.70 H30.6.15収載

内用薬 3112001M2018 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセ
ル

アルファカルシドール０．５μｇカプ
セル

後発品 5.80

内用薬 3112001M2069 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセ アルファロールカプセル０．５μｇ 中外製薬 先発品 ○ 23.20
内用薬 3112001M2182 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセ ワークミンカプセル０．５ あすか製薬 ★ 23.20 H31.3.31まで
内用薬 3112001M2387 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセ

ル
アルファカルシドールカプセル０．５
μｇ「あすか」

あすか製薬 ★ 23.20 H30.6.15収載

内用薬 3112001M3014 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドール１μｇカプセル 後発品 8.00
内用薬 3112001M3065 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファロールカプセル１μｇ 中外製薬 先発品 ○ 38.70
内用薬 3112001M3197 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ワークミンカプセル１．０ あすか製薬 ★ 38.70 H31.3.31まで
内用薬 3112001M3375 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１．０

μｇ「あすか」
あすか製薬 ★ 38.70 H30.6.15収載

内用薬 3112001M4010 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドール３μｇカプセル 後発品 20.10
内用薬 3112001M4037 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファロールカプセル３μｇ 中外製薬 先発品 ○ 119.60
内用薬 3112001M4070 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ワークミンカプセル３．０ あすか製薬 後発品 89.60 H31.3.31まで
内用薬 3112001M4274 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３．０

μｇ「あすか」
あすか製薬 後発品 89.60 H30.6.15収載

内用薬 3112001S1045 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ アルファロール内用液０．５μｇ／ｍ
Ｌ

中外製薬 先発品 63.40

内用薬 3112001S1053 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ ワンアルファ内用液０．５μｇ／ｍＬ 帝人ファーマ 先発品 60.80 H31.3.31まで
内用薬 3112004F1024 カルシトリオール ０．２５μｇ１錠 カルデミン錠０．２５μｇ 龍角散 後発品 18.50
内用薬 3112004M1023 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプ

セル
ロカルトロールカプセル０．２５ 中外製薬 先発品 ○ 19.00

内用薬 3112004M1104 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプ
セル

トルシトリンカプセル０．２５ 東和薬品 後発品 7.00 H31.3.31まで

内用薬 3112004M1112 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプ
セル

ヒポテリオールカプセル０．２５ ナガセ医薬品 後発品 7.00 H31.3.31まで

内用薬 3112004M1180 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプ
セル

カルシトリオールカプセル０．２５μ
ｇ「テバ」

武田テバ薬品 後発品 7.00

内用薬 3112004M1198 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプ
セル

カルシトリオールカプセル０．２５μ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.00

内用薬 3112004M1201 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプ
セル

カルシトリオールカプセル０．２５μ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 7.00

内用薬 3112004M1210 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプ
セル

カルシトリオールカプセル０．２５μ
ｇ「ＢＭＤ」

ビオメディクス 後発品 7.00

内用薬 3112004M1228 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプ
セル

カルシトリオールカプセル０．２５μ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 7.00 H30.6.15収載



内用薬 3112004M2020 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセ ロカルトロールカプセル０．５ 中外製薬 先発品 ○ 32.60
内用薬 3112004M2100 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセ トルシトリンカプセル０．５ 東和薬品 後発品 10.60 H31.3.31まで
内用薬 3112004M2119 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセ ヒポテリオールカプセル０．５ ナガセ医薬品 後発品 10.60 H31.3.31まで
内用薬 3112004M2178 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセ カルデミンカプセル０．５μｇ 龍角散 ★ 32.60
内用薬 3112004M2194 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセ

ル
カルシトリオールカプセル０．５μｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 10.60

内用薬 3112004M2208 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセ
ル

カルシトリオールカプセル０．５μｇ
「テバ」

武田テバ薬品 後発品 10.60

内用薬 3112004M2216 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセ
ル

カルシトリオールカプセル０．５μｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 10.60

内用薬 3112004M2224 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセ
ル

カルシトリオールカプセル０．５μｇ
「ＢＭＤ」

ビオメディクス 後発品 10.60

内用薬 3112004M2232 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセ
ル

カルシトリオールカプセル０．５μｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 10.60 H30.6.15収載

内用薬 3112005F1029 ファレカルシトリオール ０．１５μｇ１錠 フルスタン錠０．１５ 大日本住友製薬 先発品 266.10
内用薬 3112005F1037 ファレカルシトリオール ０．１５μｇ１錠 ホーネル錠０．１５ 大正製薬 先発品 268.50
内用薬 3112005F2025 ファレカルシトリオール ０．３μｇ１錠 フルスタン錠０．３ 大日本住友製薬 先発品 400.00
内用薬 3112005F2033 ファレカルシトリオール ０．３μｇ１錠 ホーネル錠０．３ 大正製薬 先発品 408.50
内用薬 3112006M1022 エルデカルシトール ０．５μｇ１カプセ エディロールカプセル０．５μｇ 中外製薬 先発品 68.90
内用薬 3112006M2029 エルデカルシトール ０．７５μｇ１カプ

セル
エディロールカプセル０．７５μｇ 中外製薬 先発品 97.90

内用薬 3113001X1015 肝油 １０ｇ 局 肝油 25.60
内用薬 3119001M1020 エトレチナート １０ｍｇ１カプセル チガソンカプセル１０ 太陽ファルマ 先発品 302.60
内用薬 3119001M2027 エトレチナート ２５ｍｇ１カプセル チガソンカプセル２５ 太陽ファルマ 先発品 779.20
内用薬 3121001B1010 チアミン塩化物塩酸塩 ０．１％１ｇ 局 チアミン塩化物塩酸塩散 6.40
内用薬 3121001B5015 チアミン塩化物塩酸塩 １％１ｇ 局 チアミン塩化物塩酸塩散 7.20
内用薬 3122001F1027 セトチアミン塩酸塩水和

物
２５ｍｇ１錠 ジセタミン錠２５ 高田製薬 5.80

内用薬 3122002F2028 オクトチアミン ２５ｍｇ１錠 ノイビタ錠「２５」 共和クリティケ
ア

5.60

内用薬 3122004F2124 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１錠 ジアノイナミン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.00
内用薬 3122006F2034 ビスベンチアミン ２５ｍｇ１錠 ベストン糖衣錠（２５ｍｇ） ニプロＥＳ

ファーマ
5.80

内用薬 3122007D1023 フルスルチアミン １０％１ｇ フルスルチアミン塩酸塩顆粒１０％
「廣貫堂」

廣貫堂 後発品 6.40

内用薬 3122007F1024 フルスルチアミン ５ｍｇ１錠 ５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田テバ薬品 5.80
内用薬 3122007F2039 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田テバ薬品 準先発品 ○ 5.80
内用薬 3122007F2055 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 ビタファントＦ錠２５ 東和薬品 後発品 5.40 H30.9.30まで
内用薬 3122007F2063 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.40

内用薬 3122007F3027 フルスルチアミン ５０ｍｇ１錠 ５０ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田テバ薬品 10.10
内用薬 3122008F1053 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3131001F1158 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 フラビタン錠５ｍｇ トーアエイヨー 5.60

内用薬 3131001F1204 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F1220 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ腸溶錠５ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F2154 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 フラビタン錠１０ｍｇ トーアエイヨー 準先発品 ○ 6.40

内用薬 3131001F2197 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F2219 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ腸溶錠１０ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F3096 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠「１５」タツミ 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 3131001F3258 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ＦＡＤ腸溶錠１５ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001Q1094 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ フラビタンシロップ０．３％ トーアエイヨー 準先発品 ○ 7.50

内用薬 3131001Q1116 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ ＦＡＤシロップ０．３％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 2.90

内用薬 3131002C1024 リボフラビン酪酸エステ
ル

１０％１ｇ ハイボン細粒１０％ ニプロＥＳ
ファーマ

準先発品 ○ 13.00

内用薬 3131002C1083 リボフラビン酪酸エステ
ル

１０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル細粒１０％
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 3131002C2020 リボフラビン酪酸エステ
ル

２０％１ｇ ハイボン細粒２０％ ニプロＥＳ
ファーマ

15.60

内用薬 3131002F1276 リボフラビン酪酸エステ
ル

２０ｍｇ１錠 ハイボン錠２０ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

準先発品 ○ 5.60

内用薬 3131002F1314 リボフラビン酪酸エステ
ル

２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 3131002F1322 リボフラビン酪酸エステ
ル

２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ
「イセイ」

コーアイセイ 後発品 5.40

内用薬 3131002F1330 リボフラビン酪酸エステ
ル

２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.40

内用薬 3131002F2078 リボフラビン酪酸エステ
ル

４０ｍｇ１錠 ハイボン錠４０ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

5.80

内用薬 3131003B4049 リボフラビン １％１ｇ 局 強力ビスラーゼ末１％ トーアエイヨー 8.00 H31.3.31まで
内用薬 3132001B1048 ニコチン酸 １０％１ｇ ナイクリン散１０％ トーアエイヨー 6.20 H31.3.31まで
内用薬 3132001F1031 ニコチン酸 ５０ｍｇ１錠 ナイクリン錠５０ｍｇ トーアエイヨー 6.70 H31.3.31まで
内用薬 3132002B1034 ニコチン酸アミド １０％１ｇ ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 ゾンネボード製

薬
10.80

内用薬 3133001B1193 パンテチン ２０％１ｇ パントシン散２０％ アルフレッサ
ファーマ

準先発品 ○ 15.40

内用薬 3133001B1215 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン散２０％「テバ」 武田テバ薬品 後発品 6.20
内用薬 3133001C1164 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒２０％「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.20
内用薬 3133001C1180 パンテチン ２０％１ｇ パルトックス細粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 3133001C3035 パンテチン ５０％１ｇ パントシン細粒５０％ アルフレッサ

ファーマ
準先発品 ○ 30.00

内用薬 3133001C3043 パンテチン ５０％１ｇ パンテチン細粒５０％「ＫＮ」 小林化工 後発品 11.00
内用薬 3133001F1110 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パントシン錠３０ アルフレッサ

ファーマ
5.60

内用薬 3133001F1128 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パルトックス錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F2132 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パントシン錠６０ アルフレッサ

ファーマ
準先発品 ○ 6.60

内用薬 3133001F2256 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パルトックス錠６０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F3074 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠シオエ１００ シオエ製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F3090 パンテチン １００ｍｇ１錠 パントシン錠１００ アルフレッサ

ファーマ
準先発品 ○ 8.70

内用薬 3133001F3163 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 3133001F4020 パンテチン ２００ｍｇ１錠 パントシン錠２００ アルフレッサ

ファーマ
17.60

内用薬 3133002X1012 パントテン酸カルシウム １ｇ 局 パントテン酸カルシウム 7.40
内用薬 3133003B1095 パントテン酸カルシウム １０％１ｇ パントテン酸カルシウム散１０％「マ

ルイシ」
丸石製薬 6.20 R2.3.31まで

内用薬 3134001X1015 ピリドキシン塩酸塩 １ｇ 局 ピリドキシン塩酸塩 29.70
内用薬 3134002B2060 ピリドキシン塩酸塩 １０％１ｇ ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」 丸石製薬 20.10
内用薬 3134002B2078 ピリドキシン塩酸塩 １０％１ｇ アデロキシン散１０％ ゾンネボード製

薬
43.10

内用薬 3134002F1057 ピリドキシン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ビタミンＢ６錠３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5.60
内用薬 3134003F1205 ピリドキサールリン酸エ

ステル水和物
１０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 5.60

内用薬 3134003F1388 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

１０ｍｇ１錠 ピドキサール錠１０ｍｇ 太陽ファルマ 5.60

内用薬 3134003F1396 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

１０ｍｇ１錠 リボビックス錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60 R2.3.31まで

内用薬 3134003F1400 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

１０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠１０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60 R1.6.14収載

内用薬 3134003F2147 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

２０ｍｇ１錠 ピドキサール錠２０ｍｇ 太陽ファルマ 準先発品 ○ 5.80

内用薬 3134003F2155 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

２０ｍｇ１錠 リボビックス錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60 R2.3.31まで

内用薬 3134003F2163 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

２０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠２０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60 R1.6.14収載

内用薬 3134003F3143 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠３０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 5.60

内用薬 3134003F3267 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１錠 ※ リン酸ピリドキサール錠３０（小林化
工）

小林化工 後発品 5.60

内用薬 3134003F3330 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１錠 ピドキサール錠３０ｍｇ 太陽ファルマ 準先発品 ○ 8.80

内用薬 3134003F3348 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１錠 リボビックス錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60 R2.3.31まで

内用薬 3134003F3356 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠３０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 5.60 R1.6.14収載

内用薬 3134004B3022 リン酸ピリドキサールカ
ルシウム

７．８％１ｇ アデロキザール散７．８％ ゾンネボード製
薬

52.10 R2.3.31まで

内用薬 3135001F1017 葉酸 ５ｍｇ１錠 局 葉酸錠 9.60
内用薬 3135002B1036 葉酸 １０％１ｇ フォリアミン散１００ｍｇ／ｇ 日本製薬 55.80
内用薬 3136001F1227 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバマミド錠２５０μｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60



内用薬 3136001M2052 コバマミド ０．５ｍｇ１カプセ ハイコバールカプセル５００μｇ エーザイ 21.90
内用薬 3136004C1038 メコバラミン ０．１％５００ｍｇ

１包
メチコバール細粒０．１％ エーザイ 後発品 22.50

内用薬 3136004F1050 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 局 メチコバール錠２５０μｇ エーザイ 後発品 11.20
内用薬 3136004F1077 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 局 レチコラン錠２５０μｇ 東菱薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3136004F1085 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 3136004F1093 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠２５０μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 5.60

内用薬 3136004F2014 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン０．５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 3136004F2138 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メチコバール錠５００μｇ エーザイ 後発品 15.70
内用薬 3136004F2170 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メチコバイド錠５００μｇ ダイト 後発品 5.60
内用薬 3136004F2200 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 ノイメチコール錠５００μｇ 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 3136004F2235 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠５００μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 3136004F2278 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠５００μｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 3136004M1165 メコバラミン ０．２５ｍｇ１カプ

セル
メコラミンカプセル２５０μｇ 日新製薬（山

形）
後発品 5.60 R2.3.31まで

内用薬 3136004M1173 メコバラミン ０．２５ｍｇ１カプ
セル

メコバラミンカプセル２５０μｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 5.60 R1.6.14収載

内用薬 3140001B1066 アスコルビン酸 ５％１ｇ 局 ビタミンＣ散「フソー」－５０ｍｇ 扶桑薬品工業 7.40
内用薬 3140001B2011 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 アスコルビン酸散 7.40
内用薬 3140001B3018 アスコルビン酸 ２０％１ｇ 局 アスコルビン酸散 7.50
内用薬 3140001X1012 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸 7.20
内用薬 3140001X1020 アスコルビン酸 １ｇ 局 ※ アスコルビン酸（岩城） 岩城製薬 8.50
内用薬 3140001X1071 アスコルビン酸 １ｇ 局 ※ アスコルビン酸（山善） 山善製薬 8.50
内用薬 3140001X1101 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「ヨシダ」 吉田製薬 8.50
内用薬 3140001X1144 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「ケンエー」 健栄製薬 7.40
内用薬 3140001X1152 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸原末「タケダ」 武田薬品工業 7.40 R2.3.31まで
内用薬 3140001X1160 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸原末「マルイシ」 丸石製薬 7.40
内用薬 3140002D1037 アスコルビン酸 ２５％１ｇ ハイシー顆粒２５％ 武田テバ薬品 6.20
内用薬 3150002D1041 トコフェロール酢酸エス

テル
２０％１ｇ ユベラ顆粒２０％ サンノーバ 準先発品 ○ 9.90

内用薬 3150002D1050 トコフェロール酢酸エス
テル

２０％１ｇ ユベ－Ｅ顆粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 3150002F1239 トコフェロール酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 ユベラ錠５０ｍｇ サンノーバ 5.60

内用薬 3150002F1263 トコフェロール酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60

内用薬 3150002F1271 トコフェロール酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍ
ｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 5.60

内用薬 3150002F1280 トコフェロール酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3150002F2057 トコフェロール酢酸エス
テル

１００ｍｇ１錠 ユベ－Ｅ錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3150002M1106 トコフェロール酢酸エス
テル

１００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロール酢酸エステルカプセル
１００ｍｇ「ＴＣ」

東洋カプセル 後発品 5.60

内用薬 3150002M1114 トコフェロール酢酸エス
テル

１００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロール酢酸エステルカプセル
１００ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 3160001B1069 フィトナジオン １％１ｇ カチーフＮ散１０ｍｇ／ｇ 日本製薬 31.60
内用薬 3160001F1010 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 フィトナジオン５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 3160001F1117 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ビタミンＫ１錠５ コーアイセイ 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 3160001F1311 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 カチーフＮ錠５ｍｇ 日本製薬 準先発品 ○ 16.80
内用薬 3160001F1320 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ケーワン錠５ｍｇ エーザイ 準先発品 ○ 13.70
内用薬 3160001F2083 フィトナジオン １０ｍｇ１錠 カチーフＮ錠１０ｍｇ 日本製薬 30.30
内用薬 3160001M1027 フィトナジオン １０ｍｇ１カプセル ケーワンカプセル１０ｍｇ エーザイ 24.00 H31.3.31まで
内用薬 3160001M2023 フィトナジオン ２０ｍｇ１カプセル ケーワンカプセル２０ｍｇ エーザイ 39.00 H31.3.31まで
内用薬 3160002M1021 メナテトレノン ５ｍｇ１カプセル ケイツーカプセル５ｍｇ エーザイ 先発品 22.60
内用薬 3160002M2028 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル グラケーカプセル１５ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 28.20
内用薬 3160002M2044 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 15.70

内用薬 3160002M2052 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｋ
ＴＢ」

寿製薬 後発品 15.70 R2.3.31まで

内用薬 3160002M2060 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 15.70 H31.3.31まで

内用薬 3160002M2079 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 15.70

内用薬 3160002M2087 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 15.70

内用薬 3160002M2095 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 15.70

内用薬 3160002M2109 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「科
研」

大興製薬 後発品 15.70

内用薬 3160002M2117 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日
本臓器」

東海カプセル 後発品 15.70

内用薬 3160002M2125 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 15.70

内用薬 3160002M2133 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 15.70

内用薬 3160002M2141 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｔ
Ｃ」

東洋カプセル 後発品 13.20

内用薬 3160002M2176 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 15.70

内用薬 3160002Q1040 メナテトレノン ０．２％１ｍＬ ケイツーシロップ０．２％ サンノーバ 先発品 26.00
内用薬 3179100F1031 リボフラビン・ピリドキ

シン塩酸塩
１錠 ビフロキシン配合錠 ゾンネボード製

薬
5.80

内用薬 3179101M1124 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ジアイナミックスカプセル 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 3179102F1030 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 アリチア配合錠 マイラン製薬 5.60

内用薬 3179105F1034 Ｂ１・Ｂ６・Ｂ１２配合
剤

１錠 トリドセラン配合錠 シオノケミカル 10.10

内用薬 3179106F1039 オクトチアミン・Ｂ２・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ノイロビタン配合錠 ＬＴＬファーマ 5.70

内用薬 3179107F1041 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタダン配合錠 メディサ新薬 後発品 8.00

内用薬 3179107F1050 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタマル配合錠 沢井製薬 後発品 8.00 H31.3.31まで

内用薬 3179107M1040 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタノイリンカプセル２５ 武田テバ薬品 6.40

内用薬 3179107M1059 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタノイリンカプセル５０ 武田テバ薬品 準先発品 ○ 12.40

内用薬 3179108B1036 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１ｇ ビタメジン配合散 第一三共 25.10

内用薬 3179109M1066 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ダイメジンスリービー配合カプセル２
５

日医工 後発品 5.40

内用薬 3179109M1074 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジン配合カプセルＢ２５ 第一三共 準先発品 ○ 5.60

内用薬 3179109M1082 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル シグマビタン配合カプセルＢ２５ 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 3179110M1034 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジン配合カプセルＢ５０ 第一三共 8.50

内用薬 3179115D1096 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シナール配合顆粒 塩野義製薬 6.20

内用薬 3179115D1100 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シーピー配合顆粒 東和薬品 後発品 6.20

内用薬 3179115D1118 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ デラキシー配合顆粒 丸石製薬 後発品 6.20

内用薬 3179115F2034 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１錠 局 シナール配合錠 塩野義製薬 6.10

内用薬 3179117D1125 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ デルパント配合顆粒 陽進堂 5.90

内用薬 3179121A1028 レチノール・カルシフェ
ロール配合剤

１ｇ 調剤用パンビタン末 武田テバ薬品 6.20

内用薬 3190001B1041 ビオチン ０．２％１ｇ ビオチン散０．２％「フソー」 扶桑薬品工業 9.70
内用薬 3190001B1050 ビオチン ０．２％１ｇ ビオチン散０．２％「ホエイ」 東洋製薬化成 6.80
内用薬 3190001R1031 ビオチン ０．１％１ｇ ビオチン・ドライシロップ０．１％

「ホエイ」
東洋製薬化成 後発品 6.30

内用薬 3211001X1016 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム水和物 25.70
内用薬 3211001X1059 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ケンエー」 健栄製薬 37.70
内用薬 3211001X1067 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 36.70
内用薬 3211001X1105 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 27.70
内用薬 3211001X1121 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ホエイ」 マイラン製薬 37.70 R2.3.31まで
内用薬 3211001X1156 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 ※ 乳酸カルシウム（山善） 山善製薬 33.00
内用薬 3211001X1237 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 吉田製薬 37.70
内用薬 3211001X1253 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム水和物「シオエ」原末 シオエ製薬 27.70
内用薬 3211001X1261 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ＮｉｋＰ」 日医工 27.70
内用薬 3211001X1270 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 マイラン製薬 37.70 R1.6.14収載
内用薬 3211002F1040 乳酸カルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 5.60
内用薬 3213001X1010 グルコン酸カルシウム水

和物
１ｇ 局 グルコン酸カルシウム水和物 7.60

内用薬 3213001X1045 グルコン酸カルシウム水
和物

１ｇ 局 カルチコール末 日医工 8.70



内用薬 3214001F1020 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム水和物

１錠 アスパラ－ＣＡ錠２００ ニプロＥＳ
ファーマ

5.60

内用薬 3214001F1047 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム水和物

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3214001F1063 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム水和物

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3215001X1015 塩化カルシウム水和物 １０ｇ 局 塩化カルシウム水和物 17.00
内用薬 3219001X1014 リン酸水素カルシウム水

和物
１０ｇ 局 リン酸水素カルシウム水和物 13.50

内用薬 3219001X1030 リン酸水素カルシウム水
和物

１０ｇ 局 リン酸水素カルシウム「エビス」 日興製薬 14.20

内用薬 3219001X1138 リン酸水素カルシウム水
和物

１０ｇ 局 「山善」第二リン灰 山善製薬 15.50

内用薬 3219100F1020 沈降炭酸カルシウム・コ
レカルシフェロール・炭
酸マグネシウム

１錠 デノタスチュアブル配合錠 日東薬品工業 先発品 18.70

内用薬 3221001X1012 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム 7.20
内用薬 3221001X1055 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 8.00
内用薬 3221001X1101 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム「ニッコー」 日興製薬 8.00
内用薬 3221001X1187 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ※ ヨウ化カリウム（山善） 山善製薬 8.00
内用薬 3221001X1195 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム「日医工」 日医工 9.30
内用薬 3221002L1074 ヨウ化カリウム ５０ｍｇ１丸 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 日医工 5.60
内用薬 3221004B1027 ヨウ素レシチン ２００μｇ１ｇ ヨウレチン散０．０２％ 第一薬品産業 10.20
内用薬 3221004F1029 ヨウ素レシチン ５０μｇ１錠 ヨウレチン錠「５０」 第一薬品産業 6.10
内用薬 3221004F2025 ヨウ素レシチン １００μｇ１錠 ヨウレチン錠「１００」 第一薬品産業 6.70
内用薬 3222004X1030 硫酸鉄水和物 １錠 テツクール徐放錠１００ｍｇ あすか製薬 後発品 8.30 H31.3.31まで
内用薬 3222007G1033 硫酸鉄水和物 １錠 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ マイランＥＰＤ 8.40
内用薬 3222010N2022 フマル酸第一鉄 鉄１００ｍｇ１カプ

セル
フェルムカプセル１００ｍｇ 日医工 先発品 8.40

内用薬 3222012Q1030 溶性ピロリン酸第二鉄 １ｍＬ インクレミンシロップ５％ アルフレッサ
ファーマ

後発品 6.10

内用薬 3222013D1059 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

１ｇ フェロミア顆粒８．３％ サンノーバ 先発品 ○ 14.60

内用薬 3222013D1075 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

１ｇ クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．
３％「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 6.80

内用薬 3222013F1025 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フェロミア錠５０ｍｇ サンノーバ 先発品 ○ 8.70

内用薬 3222013F1106 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フェロステック錠５０ｍｇ 武田テバファー
マ

後発品 5.60 R1.9.30まで

内用薬 3222013F1130 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フェネルミン錠５０ｍｇ 小林化工 後発品 5.60

内用薬 3222013F1149 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 5.60

内用薬 3222013F1157 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3222013F1165 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3222013F1173 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファー
マ

後発品 5.60 H30.12.14収載

内用薬 3229001X1010 塩化カリウム １０ｇ 局 塩化カリウム 8.20
内用薬 3229001X1053 塩化カリウム １０ｇ 局 塩化カリウム「フソー」 扶桑薬品工業 9.70
内用薬 3229002G1066 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 スローケー錠６００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 6.00

内用薬 3229002G1074 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 ケーサプライ錠６００ｍｇ 佐藤薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3229002S1026 塩化カリウム １０％１０ｍＬ Ｋ．Ｃ．Ｌ．エリキシル（１０Ｗ／

Ｖ％）
丸石製薬 19.60

内用薬 3229003S1039 酢酸カリウム １０ｍＬ 酢酸カリウム液「司生堂」 司生堂製薬 後発品 9.60
内用薬 3229005B1038 Ｌ－アスパラギン酸カリ

ウム
５０％１ｇ アスパラカリウム散５０％ ニプロＥＳ

ファーマ
6.40

内用薬 3229005F1080 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

３００ｍｇ１錠 アスパラカリウム錠３００ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

5.80

内用薬 3229005F1099 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

３００ｍｇ１錠 アスケート錠３００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.80 R2.3.31まで

内用薬 3229005F1102 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

３００ｍｇ１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 5.80 R1.6.14収載

内用薬 3229007C1032 グルコン酸カリウム カリウム４ｍＥｑ１ グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ ポーラファルマ 先発品 8.40
内用薬 3229007F1047 グルコン酸カリウム カリウム２．５ｍＥ

ｑ１錠
グルコンサンＫ錠２．５ｍＥｑ ポーラファルマ 先発品 5.80

内用薬 3229007F2035 グルコン酸カリウム カリウム５ｍＥｑ１ グルコンサンＫ錠５ｍＥｑ ポーラファルマ 先発品 9.50
内用薬 3229100D2030 ナトリウム・カリウム・

マグネシウム配合剤
４ｇ１包 ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 エイワイファー

マ
33.50

内用薬 3229101D2035 ナトリウム・カリウム・
マグネシウム配合剤

４ｇ１包 ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 エイワイファー
マ

33.30

内用薬 3229102F1107 アスパラギン酸カリウ
ム・マグネシウム

（１５０ｍｇ）１錠 アスパラ配合錠 田辺三菱製薬 5.80

内用薬 3229103D1020 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

１００ｍｇ１包（リ
ンとして）

ホスリボン配合顆粒 ゼリア新薬工業 先発品 70.50

内用薬 3231001X1019 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖 7.40
内用薬 3231001X1060 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 8.80
内用薬 3231001X1094 ブドウ糖 １０ｇ 局 ※ ブドウ糖（扶桑） 扶桑薬品工業 8.80
内用薬 3231001X1167 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「ニッコー」 日興製薬 13.00
内用薬 3231001X1205 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「日医工」 日医工 12.40
内用薬 3232001X1016 果糖 １ｇ 局 果糖 9.20
内用薬 3253001D1036 総合アミノ酸製剤 ２．５ｇ１包 アミユー配合顆粒 ＥＡファーマ 先発品 63.80
内用薬 3253002D1030 総合アミノ酸製剤 １ｇ ＥＳポリタミン配合顆粒 ＥＡファーマ 25.40
内用薬 3253003D1108 イソロイシン・ロイシ

ン・バリン
４．７４ｇ１包 局 アミノバクト配合顆粒 日医工 後発品 75.60

内用薬 3253003D1116 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 局 コベニール配合顆粒 陽進堂 後発品 75.60

内用薬 3253003D1124 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 局 リックル配合顆粒 沢井製薬 後発品 75.60

内用薬 3253003D1132 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 局 リバレバン配合顆粒 メディサ新薬 後発品 75.60

内用薬 3253003D1140 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 局 レオバクトン配合顆粒分包 長生堂製薬 後発品 75.60

内用薬 3253003D2031 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．１５ｇ１包 局 リーバクト配合顆粒 ＥＡファーマ 先発品 178.50

内用薬 3253003D3038 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．５ｇ１包 局 ヘパアクト配合顆粒 東亜薬品 後発品 100.90

内用薬 3253003D4034 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７３ｇ１包 局 ブラニュート配合顆粒 日本製薬 後発品 85.70

内用薬 3253003Q1029 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

２０ｇ１個 リーバクト配合経口ゼリー ＥＡファーマ 先発品 206.40

内用薬 3259103B1036 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタール配合内用剤 ＥＡファーマ 先発品 57.50
内用薬 3259107A1039 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 ＥＡファーマ 先発品 63.80
内用薬 3259108B1039 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ アミノレバンＥＮ配合散 大塚製薬 先発品 92.20
内用薬 3259109S1025 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ エンシュア・リキッド アボットジャパ

ン
先発品 5.40

内用薬 3259111A1035 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ ヘパンＥＤ配合内用剤 ＥＡファーマ 先発品 81.50
内用薬 3259114S1026 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ エンシュア・Ｈ アボットジャパ

ン
先発品 9.50

内用薬 3259117S1020 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ（混合調製
後の内用液として）

ツインラインＮＦ配合経腸用液 イーエヌ大塚製
薬

先発品 8.50

内用薬 3259118S1024 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ラコールＮＦ配合経腸用液 イーエヌ大塚製
薬

先発品 7.30

内用薬 3259118T1020 経腸成分栄養剤 １０ｇ ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 イーエヌ大塚製
薬

先発品 10.40

内用薬 3259119S1029 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ エネーボ配合経腸用液 アボットジャパ
ン

先発品 7.30

内用薬 3259120S1021 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ イノラス配合経腸用液 イーエヌ大塚製
薬

先発品 15.60 R1.5.29収載

内用薬 3272001X1054 マルツエキス １ｇ ※ マルツエキス（高田） 高田製薬 6.20 H31.3.31まで
内用薬 3272001X1062 マルツエキス １ｇ ※ マルツエキス分包（高田） 高田製薬 6.20
内用薬 3279103X2032 フェニルアラニン除去ミ

ルク
１ｇ フェニルアラニン除去ミルク配合散

「雪印」
雪印メグミルク 先発品 10.50

内用薬 3279104X2037 ロイシン・イソロイシ
ン・バリン除去ミルク

１ｇ ロイシン・イソロイシン・バリン除去
ミルク配合散「雪印」

雪印メグミルク 先発品 10.50

内用薬 3291001X1017 ブドウ酒 １０ｍＬ 局 ブドウ酒 20.90
内用薬 3321002B1015 カルバゾクロムスルホン

酸ナトリウム水和物
１０％１ｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

１０％散
後発品 9.40

内用薬 3321002B1139 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

１０％１ｇ アドナ散１０％ ニプロＥＳ
ファーマ

準先発品 ○ 40.90

内用薬 3321002C1010 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

１０％１ｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
１０％細粒

後発品 9.40

内用薬 3321002F1092 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

１０ｍｇ１錠 アドナ錠１０ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

準先発品 ○ 5.80

内用薬 3321002F1114 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

１０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
錠１０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.00

内用薬 3321002F2269 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 タジン錠３０ あすか製薬 後発品 9.20



内用薬 3321002F2358 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 ラノビ錠３０ コーアイセイ 後発品 5.60

内用薬 3321002F2366 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 アドナ錠３０ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

準先発品 ○ 10.20

内用薬 3321002F2404 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
錠３０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3321002F2412 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.60

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

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０
ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 3321002F2439 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０
ｍｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3321002F2447 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3321003F2042 アドレノクロムモノアミ
ノグアニジンメシル酸塩
水和物

３０ｍｇ１錠 Ｓ・アドクノン錠３０ アルフレッサ
ファーマ

10.40

内用薬 3321003F2093 アドレノクロムモノアミ
ノグアニジンメシル酸塩
水和物

３０ｍｇ１錠 Ｓ－アドカル錠３０ｍｇ 日新製薬（山
形）

後発品 5.60 R2.3.31まで

内用薬 3322001X1015 ゼラチン １０ｇ 局 ゼラチン 17.10
内用薬 3322002X1010 精製ゼラチン １０ｇ 局 精製ゼラチン 17.10
内用薬 3323001C1053 トロンビン １０，０００単位１

ｇ１包
経口用トロンビン細粒１万単位「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 472.50

内用薬 3323001C1061 トロンビン １０，０００単位１
ｇ１包

経口用トロンビン細粒１万単位 持田製薬 準先発品 ○ 1,222.20

内用薬 3323001C2041 トロンビン ２０，０００単位２
ｇ１包

経口用トロンビン細粒２万単位「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 720.20

内用薬 3323001C3056 トロンビン ５，０００単位０．
５ｇ１包

経口用トロンビン細粒０．５万単位
「サワイ」

沢井製薬 後発品 386.90

内用薬 3323001C3064 トロンビン ５，０００単位０．
５ｇ１包

経口用トロンビン細粒５千単位 持田製薬 準先発品 ○ 862.20

内用薬 3327002B1027 トラネキサム酸 ５０％１ｇ トランサミン散５０％ 第一三共 準先発品 ○ 16.40
内用薬 3327002C1120 トラネキサム酸 ５０％１ｇ トラネキサム酸細粒５０％「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 7.20

内用薬 3327002C1138 トラネキサム酸 ５０％１ｇ トラネキサム酸細粒５０％「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 7.20
内用薬 3327002F1142 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トランサミン錠２５０ｍｇ 第一三共 9.90
内用薬 3327002F1169 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 3327002F1185 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「三恵」 三恵薬品 後発品 9.90
内用薬 3327002F1193 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 9.90 R1.6.14収載

内用薬 3327002F2041 トラネキサム酸 ５００ｍｇ１錠 局 トランサミン錠５００ｍｇ 第一三共 準先発品 ○ 17.50
内用薬 3327002F2050 トラネキサム酸 ５００ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.30
内用薬 3327002M1273 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセ 局 ヘキサトロンカプセル２５０ｍｇ 日本新薬 後発品 9.90
内用薬 3327002M1281 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセ

ル
局 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 9.90

内用薬 3327002M1290 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセ 局 リカバリンカプセル２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 9.90
内用薬 3327002M1303 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセ 局 トランサミンカプセル２５０ｍｇ 第一三共 9.90
内用薬 3327002Q1062 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トランサミンシロップ５％ ニプロファーマ 準先発品 ○ 4.30
内用薬 3327002Q1070 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トラネキサム酸シロップ５％「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 3.40

内用薬 3329100H1031 カルバゾクロム・アスコ
ルビン酸配合剤

１錠 オフタルムＫ配合錠 アルフレッサ
ファーマ

15.50

内用薬 3332001C1028 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワルファリンＫ細粒０．２％「ＮＳ」 日新製薬（山
形）

後発品 7.90

内用薬 3332001C1036 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワルファリンＫ細粒０．２％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 7.90
内用薬 3332001D1023 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワーファリン顆粒０．２％ エーザイ 準先発品 ○ 8.30
内用薬 3332001F1016 ワルファリンカリウム １ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.60
内用薬 3332001F2012 ワルファリンカリウム ５ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.90
内用薬 3332001F3019 ワルファリンカリウム ０．５ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.60
内用薬 3332001F4015 ワルファリンカリウム ２ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.60
内用薬 3339001M1024 ダビガトランエテキシ

ラートメタンスルホン酸
塩

７５ｍｇ１カプセル プラザキサカプセル７５ｍｇ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 136.40

内用薬 3339001M2020 ダビガトランエテキシ
ラートメタンスルホン酸
塩

１１０ｍｇ１カプセ
ル

プラザキサカプセル１１０ｍｇ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 239.30

内用薬 3339002F1020 エドキサバントシル酸塩
水和物

１５ｍｇ１錠 リクシアナ錠１５ｍｇ 第一三共 先発品 294.20

内用薬 3339002F2026 エドキサバントシル酸塩
水和物

３０ｍｇ１錠 リクシアナ錠３０ｍｇ 第一三共 先発品 538.40

内用薬 3339002F3022 エドキサバントシル酸塩
水和物

６０ｍｇ１錠 リクシアナ錠６０ｍｇ 第一三共 先発品 545.60

内用薬 3339002F4029 エドキサバントシル酸塩
水和物

１５ｍｇ１錠 リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ 第一三共 先発品 294.20

内用薬 3339002F5025 エドキサバントシル酸塩
水和物

３０ｍｇ１錠 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ 第一三共 先発品 538.40

内用薬 3339002F6021 エドキサバントシル酸塩
水和物

６０ｍｇ１錠 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ 第一三共 先発品 545.60

内用薬 3339003C1028 リバーロキサバン １０ｍｇ１包 イグザレルト細粒分包１０ｍｇ バイエル薬品 先発品 400.90
内用薬 3339003C2024 リバーロキサバン １５ｍｇ１包 イグザレルト細粒分包１５ｍｇ バイエル薬品 先発品 573.70
内用薬 3339003F1024 リバーロキサバン １０ｍｇ１錠 イグザレルト錠１０ｍｇ バイエル薬品 先発品 368.50
内用薬 3339003F2020 リバーロキサバン １５ｍｇ１錠 イグザレルト錠１５ｍｇ バイエル薬品 先発品 524.30
内用薬 3339004F1029 アピキサバン ２．５ｍｇ１錠 エリキュース錠２．５ｍｇ ブリストル・マ

イヤーズ　スク
イブ

先発品 140.80

内用薬 3339004F2025 アピキサバン ５ｍｇ１錠 エリキュース錠５ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 257.20

内用薬 3399001C1027 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ パナルジン細粒１０％ サノフィ 先発品 ○ 45.50
内用薬 3399001C1078 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ チクロピジン塩酸塩細粒１０％「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 18.20

内用薬 3399001C1086 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ チクロピジン塩酸塩細粒１０％「日医
工」

日医工 後発品 18.20

内用薬 3399001F1015 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩１００ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 3399001F1384 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 パナルジン錠１００ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 23.60
内用薬 3399002B1026 シロスタゾール ２０％１ｇ プレタール散２０％ 大塚製薬 先発品 295.60
内用薬 3399002F1010 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール５０ｍｇ錠（１） 後発品 12.50
内用薬 3399002F1079 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロシナミン錠５０ｍｇ サンド 後発品 14.50
内用薬 3399002F1141 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ホルダゾール錠５０ 武田テバ薬品 後発品 14.50
内用薬 3399002F1206 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 14.50

内用薬 3399002F1222 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 コートリズム錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 38.40
内用薬 3399002F1257 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレトモール錠５０ 旭化成ファーマ 後発品 38.40
内用薬 3399002F1265 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.50
内用薬 3399002F1273 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.50
内用薬 3399002F1281 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 14.50

内用薬 3399002F1290 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 38.40

内用薬 3399002F1303 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 38.40
内用薬 3399002F1311 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ダイト」 ダイト 後発品 14.50
内用薬 3399002F1320 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 14.50

内用薬 3399002F1338 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 14.50
内用薬 3399002F1346 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 14.50
内用薬 3399002F1354 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 14.50
内用薬 3399002F2016 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール１００ｍｇ錠（１） 後発品 23.50
内用薬 3399002F2075 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 コートリズム錠１００ｍｇ 寿製薬 後発品 61.50
内用薬 3399002F2083 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロシナミン錠１００ｍｇ サンド 後発品 61.50
内用薬 3399002F2156 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレトモール錠１００ 旭化成ファーマ 後発品 61.50
内用薬 3399002F2172 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 ホルダゾール錠１００ 武田テバ薬品 後発品 27.60
内用薬 3399002F2245 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 61.50

内用薬 3399002F2288 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 27.60

内用薬 3399002F2296 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 27.60

内用薬 3399002F2300 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 61.50

内用薬 3399002F2318 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 61.50

内用薬 3399002F2326 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 27.60

内用薬 3399002F2334 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 27.60
内用薬 3399002F2342 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 27.60
内用薬 3399002F2350 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 27.60

内用薬 3399002F2369 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 27.60



内用薬 3399002F2377 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ダイ
ト」

ダイト 後発品 27.60

内用薬 3399002F2385 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 27.60
内用薬 3399002F3012 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール５０ｍｇ錠（２） 後発品 12.50
内用薬 3399002F3020 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 44.00
内用薬 3399002F3039 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 14.50

内用薬 3399002F3047 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 38.40

内用薬 3399002F3055 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 14.50

内用薬 3399002F3063 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 38.40

内用薬 3399002F3080 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 14.50

内用薬 3399002F3098 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 14.50

内用薬 3399002F3101 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 14.50

内用薬 3399002F3110 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 14.50

内用薬 3399002F4019 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール１００ｍｇ錠（２） 後発品 23.50
内用薬 3399002F4027 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 82.00
内用薬 3399002F4035 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 27.60

内用薬 3399002F4043 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 61.50

内用薬 3399002F4051 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

寿製薬 後発品 61.50

内用薬 3399002F4060 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ケ
ミファ」

日本薬品工業 後発品 61.50

内用薬 3399002F4078 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 61.50

内用薬 3399002F4094 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 27.60

内用薬 3399002F4108 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 後発品 27.60

内用薬 3399002F4116 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 27.60

内用薬 3399002Q1029 シロスタゾール ５０ｍｇ１包 シロスレット内服ゼリー５０ｍｇ 日医工 後発品 55.80
内用薬 3399002Q2025 シロスタゾール １００ｍｇ１包 シロスレット内服ゼリー１００ｍｇ 日医工 後発品 67.30
内用薬 3399003F1073 リマプロスト　アルファ

デクス
５μｇ１錠 オパルモン錠５μｇ 小野薬品工業 先発品 ○ 54.00

内用薬 3399003F1081 リマプロスト　アルファ
デクス

５μｇ１錠 プロレナール錠５μｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 51.00

内用薬 3399003F1103 リマプロスト　アルファ
デクス

５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 20.60

内用薬 3399003F1111 リマプロスト　アルファ
デクス

５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ
「日医工」

日医工 後発品 20.60

内用薬 3399003F1120 リマプロスト　アルファ
デクス

５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 30.30

内用薬 3399003F1138 リマプロスト　アルファ
デクス

５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 30.30

内用薬 3399003F1146 リマプロスト　アルファ
デクス

５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ
「サワイ」

メディサ新薬 後発品 20.60

内用薬 3399003F2037 リマプロスト　アルファ
デクス

１０μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠１０μ
ｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 77.20 H31.3.31まで

内用薬 3399004M1026 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ 局 エパデールカプセル３００ 持田製薬 先発品 ○ 35.00
内用薬 3399004M1131 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ 局 エパラカプセル３００ 日本臓器製薬 後発品 22.20
内用薬 3399004M1140 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ 局 エパロースカプセル３００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 14.90
内用薬 3399004M1212 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ 局 ナサチームカプセル３００ 東菱薬品工業 後発品 22.20 R2.3.31まで
内用薬 3399004M1280 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ 局 メルブラールカプセル３００ 武田テバ薬品 後発品 14.90 H31.3.31まで
内用薬 3399004M1328 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ

ル
局 エパキャップソフトカプセル３００ｍ

ｇ
東洋カプセル 後発品 14.90

内用薬 3399004M1336 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ
ル

局 イコサペント酸エチルカプセル３００
ｍｇ「サワイ」

メディサ新薬 後発品 14.90

内用薬 3399004M1344 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ
ル

局 イコサペント酸エチルカプセル３００
ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 14.90

内用薬 3399004M1352 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ
ル

局 イコサペント酸エチルカプセル３００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 14.90

内用薬 3399004M1360 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ
ル

局 イコサペント酸エチルカプセル３００
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 14.90

内用薬 3399004M1379 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ
ル

局 イコサペント酸エチルカプセル３００
ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 14.90 R2.3.31まで

内用薬 3399004M1387 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ
ル

局 イコサペント酸エチルカプセル３００
ｍｇ「Ｈｐ」

原沢製薬工業 後発品 14.90

内用薬 3399004M1395 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ
ル

局 イコサペント酸エチルカプセル３００
ｍｇ「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 22.20

内用薬 3399004M1409 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ
ル

局 イコサペント酸エチルカプセル３００
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 14.90

内用薬 3399004M1417 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセ
ル

局 イコサペント酸エチルカプセル３００
ｍｇ「ＴＢＰ」

東菱薬品工業 後発品 22.20 R1.6.14収載

内用薬 3399004M2014 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル３００ｍｇカプ
セル

後発品 9.90

内用薬 3399004M2022 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 エパデールＳ３００ 持田製薬 先発品 ○ 36.20
内用薬 3399004M2030 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３

００ｍｇ「ＴＣ」
東洋カプセル 後発品 15.00

内用薬 3399004M2049 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３
００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 15.00

内用薬 3399004M2057 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３
００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 15.00

内用薬 3399004M2065 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３
００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 15.00

内用薬 3399004M2073 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 エパロース粒状カプセル３００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 15.00
内用薬 3399004M2081 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 メルブラール粒状カプセル３００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 15.00

内用薬 3399004M2090 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 エパラ粒状カプセル３００ｍｇ 日本臓器製薬 後発品 23.60
内用薬 3399004M3029 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 局 エパデールＳ６００ 持田製薬 先発品 ○ 65.30
内用薬 3399004M3037 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 ソルミラン顆粒状カプセル６００ｍｇ 森下仁丹 後発品 49.90
内用薬 3399004M3045 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル６

００ｍｇ「ＴＣ」
東洋カプセル 後発品 27.90

内用薬 3399004M3053 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル６
００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 27.90

内用薬 3399004M3061 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル６
００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 27.90

内用薬 3399004M3070 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル６
００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 27.90

内用薬 3399004M3088 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 局 エパロース粒状カプセル６００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 27.90
内用薬 3399004M3096 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 局 メルブラール粒状カプセル６００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 27.90

内用薬 3399004M3100 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 局 エパラ粒状カプセル６００ｍｇ 日本臓器製薬 後発品 49.90
内用薬 3399004M3118 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル６

００ｍｇ「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 27.90

内用薬 3399004M4025 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 局 エパデールＳ９００ 持田製薬 先発品 ○ 92.70
内用薬 3399004M4033 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 ソルミラン顆粒状カプセル９００ｍｇ 森下仁丹 後発品 72.50
内用薬 3399004M4041 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル９

００ｍｇ「ＴＣ」
東洋カプセル 後発品 39.70

内用薬 3399004M4050 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル９
００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 39.70

内用薬 3399004M4068 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル９
００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 39.70

内用薬 3399004M4076 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル９
００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 39.70

内用薬 3399004M4084 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 局 エパロース粒状カプセル９００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 39.70
内用薬 3399004M4092 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 局 メルブラール粒状カプセル９００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 39.70

内用薬 3399004M4106 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 局 エパラ粒状カプセル９００ｍｇ 日本臓器製薬 後発品 72.50
内用薬 3399004M4114 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル９

００ｍｇ「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 39.70

内用薬 3399005F1021 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ドルナー錠２０μｇ 東レ 先発品 ○ 47.80
内用薬 3399005F1030 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 プロサイリン錠２０ 科研製薬 先発品 ○ 47.80
内用薬 3399005F1196 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 後発品 19.00

内用薬 3399005F1200 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 19.00

内用薬 3399005F1218 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 19.00
内用薬 3399005F1226 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 19.00

内用薬 3399005F1234 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 19.00

内用薬 3399005F1242 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 19.00 H31.3.31まで



内用薬 3399005F1250 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＡＦ
Ｐ」

シオノケミカル 後発品 19.00

内用薬 3399005F1269 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 19.00

内用薬 3399005F1277 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ
「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 29.60

内用薬 3399005F1285 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 19.00

内用薬 3399005F1293 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ
「日医工」

日医工 後発品 19.00

内用薬 3399005F2060 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 45.70
内用薬 3399005F2079 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 45.70

内用薬 3399005F2087 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 局 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 45.70

内用薬 3399005F2095 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 局 ベラプロストナトリウム錠４０μｇ
「日医工」

日医工 後発品 45.70

内用薬 3399006C1020 サルポグレラート塩酸塩 １０％１ｇ 局 アンプラーグ細粒１０％ 田辺三菱製薬 先発品 120.00
内用薬 3399006F1026 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 アンプラーグ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 60.70
内用薬 3399006F1042 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ

「ＤＫ」
大興製薬 後発品 26.10

内用薬 3399006F1050 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 32.70

内用薬 3399006F1069 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 32.70

内用薬 3399006F1085 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 26.10

内用薬 3399006F1093 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 32.70

内用薬 3399006F1107 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＮＳ」

日新製薬（山
形）

後発品 32.70

内用薬 3399006F1115 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 32.70

内用薬 3399006F1123 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＴＳＵ」

鶴原製薬 後発品 26.10

内用薬 3399006F1131 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 32.70 H31.3.31まで

内用薬 3399006F1140 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 32.70

内用薬 3399006F1158 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 26.10

内用薬 3399006F1166 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 32.70

内用薬 3399006F1174 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 32.70

内用薬 3399006F1182 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 32.70

内用薬 3399006F1190 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 32.70

内用薬 3399006F1204 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「三和」

シオノケミカル 後発品 26.10

内用薬 3399006F1220 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 32.70

内用薬 3399006F1239 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 32.70

内用薬 3399006F1263 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 32.70

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

ファイザー 後発品 32.70

内用薬 3399006F1280 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 32.70

内用薬 3399006F1298 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 32.70

内用薬 3399006F2022 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アンプラーグ錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 101.60
内用薬 3399006F2049 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ

「ＤＫ」
大興製薬 後発品 54.50

内用薬 3399006F2057 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 54.50

内用薬 3399006F2065 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 54.50

内用薬 3399006F2081 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 46.90

内用薬 3399006F2090 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 46.90

内用薬 3399006F2103 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＮＳ」

日新製薬（山
形）

後発品 54.50

内用薬 3399006F2111 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 54.50

内用薬 3399006F2120 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＴＳＵ」

鶴原製薬 後発品 46.90

内用薬 3399006F2138 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 54.50 H31.3.31まで

内用薬 3399006F2146 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 54.50

内用薬 3399006F2154 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 46.90

内用薬 3399006F2162 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 54.50

内用薬 3399006F2170 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 54.50

内用薬 3399006F2189 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 54.50

内用薬 3399006F2197 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 46.90

内用薬 3399006F2200 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「三和」

シオノケミカル 後発品 54.50

内用薬 3399006F2227 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 54.50

内用薬 3399006F2235 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 54.50

内用薬 3399006F2260 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 54.50

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

ファイザー 後発品 54.50

内用薬 3399006F2286 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 54.50

内用薬 3399006F2294 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 54.50

内用薬 3399007H1021 アスピリン １００ｍｇ１錠 バイアスピリン錠１００ｍｇ バイエル薬品 後発品 5.60
内用薬 3399007H1030 アスピリン １００ｍｇ１錠 ゼンアスピリン錠１００ 全星薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3399007H1048 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン錠１００「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 3399007H1080 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3399007H1099 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 3399007H1102 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3399007H1110 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 5.60

内用薬 3399007H1129 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 3399008F1017 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 クロピドグレル硫酸塩２５ｍｇ錠 後発品 19.90
内用薬 3399008F1025 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 プラビックス錠２５ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 73.00
内用薬 3399008F1033 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 29.00
内用薬 3399008F1068 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 29.00

内用薬 3399008F1076 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 29.00

内用薬 3399008F1092 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 29.00
内用薬 3399008F1106 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 29.00 R2.3.31まで
内用薬 3399008F1114 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩ

Ｋ」
日医工サノフィ 後発品 29.00

内用薬 3399008F1130 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 29.00
内用薬 3399008F1149 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 29.00
内用薬 3399008F1157 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 29.00
内用薬 3399008F1173 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 29.00
内用薬 3399008F1190 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本ケミファ 後発品 29.00

内用薬 3399008F1203 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 29.00
内用薬 3399008F1211 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 29.00
内用薬 3399008F1238 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 29.00

内用薬 3399008F1262 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 29.00



内用薬 3399008F1270 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 29.00

内用薬 3399008F1289 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ニッ
トー」

日東メディック 後発品 29.00

内用薬 3399008F1319 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「明治」 高田製薬 後発品 29.00
内用薬 3399008F1327 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 後発品 29.00
内用薬 3399008F1343 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「クニヒ

ロ」
皇漢堂製薬 後発品 29.00 R1.6.14収載

内用薬 3399008F2013 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 クロピドグレル硫酸塩７５ｍｇ錠 後発品 49.90
内用薬 3399008F2021 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 プラビックス錠７５ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 182.30
内用薬 3399008F2030 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 70.20
内用薬 3399008F2064 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 70.20

内用薬 3399008F2072 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 70.20

内用薬 3399008F2102 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 後発品 70.20 R2.3.31まで
内用薬 3399008F2110 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩ

Ｋ」
日医工サノフィ 後発品 70.20

内用薬 3399008F2137 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 70.20
内用薬 3399008F2145 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 70.20
内用薬 3399008F2153 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 70.20
内用薬 3399008F2170 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 70.20
内用薬 3399008F2188 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 70.20

内用薬 3399008F2196 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 70.20

内用薬 3399008F2200 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 70.20
内用薬 3399008F2218 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 70.20
内用薬 3399008F2226 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「三和」 日本薬品工業 後発品 70.20
内用薬 3399008F2234 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 70.20

内用薬 3399008F2242 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 70.20

内用薬 3399008F2250 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 70.20

内用薬 3399008F2269 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 70.20
内用薬 3399008F2277 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 70.20

内用薬 3399008F2315 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「明治」 高田製薬 後発品 70.20
内用薬 3399008F2323 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 後発品 70.20
内用薬 3399008F2340 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「クニヒ

ロ」
皇漢堂製薬 後発品 70.20 R1.6.14収載

内用薬 3399008F3028 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 43.60
内用薬 3399008F3036 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 43.60
内用薬 3399008F3044 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 43.60
内用薬 3399008F3052 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 43.60
内用薬 3399008F3060 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 43.60

内用薬 3399008F3079 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「明治」 高田製薬 後発品 43.60
内用薬 3399009F1020 プラスグレル塩酸塩 ３．７５ｍｇ１錠 エフィエント錠３．７５ｍｇ 第一三共 先発品 276.10
内用薬 3399009F2026 プラスグレル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 エフィエント錠５ｍｇ 第一三共 先発品 352.40
内用薬 3399009F3022 プラスグレル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エフィエント錠２．５ｍｇ 第一三共 先発品 196.50
内用薬 3399009F4029 プラスグレル塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エフィエント錠２０ｍｇ 第一三共 先発品 1,128.80
内用薬 3399009F5025 プラスグレル塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ 第一三共 先発品 1,128.80 H30.11.28収載
内用薬 3399010F1022 ルストロンボパグ ３ｍｇ１錠 ムルプレタ錠３ｍｇ 塩野義製薬 先発品 15,384.80
内用薬 3399011F1027 チカグレロル ６０ｍｇ１錠 ブリリンタ錠６０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 100.30
内用薬 3399011F2023 チカグレロル ９０ｍｇ１錠 ブリリンタ錠９０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 141.40
内用薬 3399100F1086 アスピリン・ダイアルミ

ネート
８１ｍｇ１錠 アスファネート配合錠Ａ８１ 中北薬品 後発品 5.60

内用薬 3399100F1094 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 ニトギス配合錠Ａ８１ シオノケミカル 後発品 5.60

内用薬 3399100F1108 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 バッサミン配合錠Ａ８１ 武田テバファー
マ

後発品 5.60

内用薬 3399100F1116 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 バファリン配合錠Ａ８１ ライオン 後発品 5.60

内用薬 3399100F1124 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 ファモター配合錠Ａ８１ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3399101F1021 クロピドグレル硫酸塩・
アスピリン

１錠 コンプラビン配合錠 サノフィ 先発品 247.30

内用薬 3399102F1026 アスピリン・ランソプラ
ゾール

１錠 タケルダ配合錠 武田テバ薬品 先発品 71.00

内用薬 3919001F2307 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 プロトポルト錠２０ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60

内用薬 3919002B1036 ジクロロ酢酸ジイソプロ
ピルアミン

１０％１ｇ リバオール散１０％ アルフレッサ
ファーマ

21.70

内用薬 3919002F1038 ジクロロ酢酸ジイソプロ
ピルアミン

２０ｍｇ１錠 リバオール錠２０ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

5.80

内用薬 3919003F2020 チオプロニン １００ｍｇ１錠 チオラ錠１００ マイラン製薬 14.10
内用薬 3919005F1031 マロチラート ２００ｍｇ１錠 カンテック錠２００ｍｇ 第一三共 先発品 97.40 R2.3.31まで
内用薬 3919006B1034 タウリン ９８％１ｇ タウリン散９８％「大正」 大正製薬 8.50
内用薬 3919007M1021 プロパゲルマニウム １０ｍｇ１カプセル セロシオンカプセル１０ 三和化学研究所 先発品 167.00
内用薬 3919100F1150 グリチルリチン・ＤＬ－

メチオニン配合剤
１錠 グリチロン配合錠 ミノファーゲン

製薬
5.60

内用薬 3919100F1169 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ニチファーゲン配合錠 日新製薬（山
形）

5.00

内用薬 3919100F1177 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ネオファーゲンＣ配合錠 大鵬薬品工業 5.60

内用薬 3919300F1190 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 レナルチン腸溶錠１００ｍｇ コーアイセイ 後発品 5.60
内用薬 3921001F1031 エデト酸カルシウム二ナ

トリウム水和物
５００ｍｇ１錠 ブライアン錠５００ｍｇ 日新製薬（山

形）
後発品 88.60

内用薬 3922001B2041 グルタチオン ２０％１ｇ タチオン散２０％ 長生堂製薬 29.50
内用薬 3922001F1098 グルタチオン ５０ｍｇ１錠 タチオン錠５０ｍｇ 長生堂製薬 9.10
内用薬 3922001F2248 グルタチオン １００ｍｇ１錠 タチオン錠１００ｍｇ 長生堂製薬 準先発品 ○ 14.50
内用薬 3922001F2337 グルタチオン １００ｍｇ１錠 ランデールチオン錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 7.40
内用薬 3929001M1039 ペニシラミン ５０ｍｇ１カプセル メタルカプターゼカプセル５０ｍｇ 大正製薬 先発品 34.00
内用薬 3929001M2035 ペニシラミン １００ｍｇ１カプセ メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ 大正製薬 先発品 56.80
内用薬 3929001M3031 ペニシラミン ２００ｍｇ１カプセ メタルカプターゼカプセル２００ｍｇ 大正製薬 先発品 101.00
内用薬 3929003C1059 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒「マイラン」 マイラン製薬 後発品 58.00
内用薬 3929003C1067 球形吸着炭 １ｇ クレメジン細粒分包２ｇ クレハ 先発品 ○ 84.40
内用薬 3929003C1075 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 日医工 後発品 58.00
内用薬 3929003F1020 球形吸着炭 ５００ｍｇ１錠 クレメジン速崩錠５００ｍｇ クレハ 先発品 43.50
内用薬 3929003M1046 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセ

ル
球形吸着炭カプセル２００ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 12.10

内用薬 3929003M1054 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセ クレメジンカプセル２００ｍｇ クレハ 先発品 ○ 17.40
内用薬 3929003M2034 球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセ

ル
球形吸着炭カプセル２８６ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 17.60

内用薬 3929004F1025 ホリナートカルシウム ５ｍｇ１錠 ロイコボリン錠５ｍｇ ファイザー 先発品 766.40
内用薬 3929004F2021 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ユーゼル錠２５ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 1,716.10
内用薬 3929004F2030 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ロイコボリン錠２５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 1,657.10
内用薬 3929004F2048 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 後発品 838.90
内用薬 3929004F2056 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス

ファ
後発品 838.90

内用薬 3929004F2064 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 838.90

内用薬 3929004F2072 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケ
ア

後発品 838.90

内用薬 3929004F2080 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「ＮＫ」 高田製薬 後発品 838.90
内用薬 3929004F2099 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 838.90
内用薬 3929004F2102 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 838.90
内用薬 3929004F2110 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー

マ
後発品 838.90

内用薬 3929004F2129 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 838.90
内用薬 3929005M1029 トリエンチン塩酸塩 ２５０ｍｇ１カプセ 局 メタライト２５０カプセル ツムラ 先発品 288.00
内用薬 3929006S1049 アセチルシステイン １７．６％１ｍＬ アセチルシステイン内用液１７．６％

「あゆみ」
あゆみ製薬 先発品 95.90

内用薬 3929007F1029 酢酸亜鉛水和物 ２５ｍｇ１錠 ノベルジン錠２５ｍｇ ノーベルファー
マ

先発品 269.50

内用薬 3929007F2025 酢酸亜鉛水和物 ５０ｍｇ１錠 ノベルジン錠５０ｍｇ ノーベルファー
マ

先発品 422.30

内用薬 3929008D1022 デフェラシロクス ９０ｍｇ１包 ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 1,433.80

内用薬 3929008D2029 デフェラシロクス ３６０ｍｇ１包 ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 5,707.70

内用薬 3929008X1029 デフェラシロクス １２５ｍｇ１錠 エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 1,194.80

内用薬 3929008X2025 デフェラシロクス ５００ｍｇ１錠 エクジェイド懸濁用錠５００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 4,756.40

内用薬 3929009M1027 システアミン酒石酸塩 ５０ｍｇ１カプセル ニシスタゴンカプセル５０ｍｇ マイラン製薬 先発品 215.90
内用薬 3929009M2023 システアミン酒石酸塩 １５０ｍｇ１カプセ ニシスタゴンカプセル１５０ｍｇ マイラン製薬 先発品 570.50



内用薬 3932001S1041 シアナミド １％１ｍＬ シアナマイド内用液１％「タナベ」 田辺三菱製薬 7.20
内用薬 3939001B1034 ジスルフィラム １ｇ 局 ノックビン原末 田辺三菱製薬 60.60
内用薬 3941001F1077 コルヒチン ０．５ｍｇ１錠 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 7.40
内用薬 3942001F1015 プロベネシド ２５０ｍｇ１錠 局 プロベネシド錠 9.60
内用薬 3943001F1012 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール１００ｍｇ錠 後発品 7.70
内用薬 3943001F1314 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ザイロリック錠１００ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 21.50

内用薬 3943001F1420 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 サロベール錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 15.50
内用薬 3943001F1470 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ノイファン錠１００ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 7.70 R2.3.31まで
内用薬 3943001F1527 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アノプロリン錠１００ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
後発品 7.70

内用薬 3943001F1543 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 7.70

内用薬 3943001F1560 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 7.70

内用薬 3943001F1632 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 7.70

内用薬 3943001F1640 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「あゆ
み」

あゆみ製薬 後発品 7.70

内用薬 3943001F1667 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 15.50

内用薬 3943001F1683 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ナガセ医薬品 後発品 7.70 R1.6.14収載

内用薬 3943001F2019 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール５０ｍｇ錠 後発品 3.50
内用薬 3943001F2027 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ザイロリック錠５０ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 11.60

内用薬 3943001F2043 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アノプロリン錠５０ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

後発品 9.90

内用薬 3943001F2086 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.00
内用薬 3943001F2094 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.00

内用薬 3943001F2108 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 9.90

内用薬 3943001F2132 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ケトブン錠５０ｍｇ コーアイセイ 後発品 6.00 H30.9.30まで
内用薬 3943001F2159 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ノイファン錠５０ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 9.90 R2.3.31まで
内用薬 3943001F2205 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 サロベール錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 9.90
内用薬 3943001F2221 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 6.00
内用薬 3943001F2248 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.00
内用薬 3943001F2256 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.00
内用薬 3943001F2272 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 6.00

内用薬 3943001F2280 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 6.00

内用薬 3943001F2299 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 6.00

内用薬 3943001F2302 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 後発品 6.00
内用薬 3943001F2310 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 6.00
内用薬 3943001F2329 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 9.90

内用薬 3943001F2337 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 6.00
内用薬 3943001F2345 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ファイ

ザー」
ナガセ医薬品 後発品 9.90 R1.6.14収載

内用薬 3949002C1030 ベンズブロマロン １０％１ｇ ムイロジン細粒１０％ 寿製薬 後発品 37.80
内用薬 3949002F1029 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ナーカリシン錠２５ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 8.00 R2.3.31まで
内用薬 3949002F1053 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ユリノーム錠２５ｍｇ 鳥居薬品 先発品 ○ 13.00
内用薬 3949002F1096 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 5.80

内用薬 3949002F1126 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 5.80

内用薬 3949002F1134 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 5.80

内用薬 3949002F1142 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.80

内用薬 3949002F1150 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 5.80

内用薬 3949002F1169 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.80

内用薬 3949002F1177 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「ＮＭ」 ナガセ医薬品 後発品 8.00 R1.6.14収載
内用薬 3949002F2114 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ユリノーム錠５０ｍｇ 鳥居薬品 先発品 ○ 19.30
内用薬 3949002F2149 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ナーカリシン錠５０ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 12.60 R2.3.31まで
内用薬 3949002F2173 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 6.10

内用薬 3949002F2181 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 6.10

内用薬 3949002F2190 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 6.10

内用薬 3949002F2203 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 6.10

内用薬 3949002F2211 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 6.10

内用薬 3949002F2220 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 6.10

内用薬 3949002F2238 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「ＮＭ」 ナガセ医薬品 後発品 12.60 R1.6.14収載
内用薬 3949003F1023 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 フェブリク錠１０ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 31.70
内用薬 3949003F2020 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 フェブリク錠２０ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 57.70
内用薬 3949003F3026 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 フェブリク錠４０ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 108.70
内用薬 3949004F1028 トピロキソスタット ２０ｍｇ１錠 ウリアデック錠２０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 21.00
内用薬 3949004F1036 トピロキソスタット ２０ｍｇ１錠 トピロリック錠２０ｍｇ 富士薬品 先発品 19.60
内用薬 3949004F2024 トピロキソスタット ４０ｍｇ１錠 ウリアデック錠４０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 39.20
内用薬 3949004F2032 トピロキソスタット ４０ｍｇ１錠 トピロリック錠４０ｍｇ 富士薬品 先発品 36.40
内用薬 3949004F3020 トピロキソスタット ６０ｍｇ１錠 ウリアデック錠６０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 57.40
内用薬 3949004F3039 トピロキソスタット ６０ｍｇ１錠 トピロリック錠６０ｍｇ 富士薬品 先発品 52.80
内用薬 3949101A1122 クエン酸カリウム・クエ

ン酸ナトリウム水和物
１ｇ トロノーム配合散 大原薬品工業 後発品 7.80

内用薬 3949101A1130 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ウタゲン配合散 全星薬品工業 後発品 7.80

内用薬 3949101A1149 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ウラリット－Ｕ配合散 日本ケミファ 先発品 ○ 18.40

内用薬 3949101A1157 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ウリンメット配合散 日本薬品工業 後発品 7.80 H30.9.30まで

内用薬 3949101A1165 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ウロアシス配合散 日医工 後発品 7.80

内用薬 3949101A1181 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ポトレンド配合散 東和薬品 後発品 7.80

内用薬 3949101A1190 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ クエンメット配合散 日本薬品工業 後発品 7.80

内用薬 3949101F1073 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 ウラリット配合錠 日本ケミファ 先発品 ○ 9.40

内用薬 3949101F1081 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 ウリンメット配合錠 日本薬品工業 後発品 5.80 H30.9.30まで

内用薬 3949101F1090 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 トロノーム配合錠 大原薬品工業 後発品 5.80

内用薬 3949101F1111 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 ポトレンド配合錠 東和薬品 後発品 5.80

内用薬 3949101F1120 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 クエンメット配合錠 日本薬品工業 後発品 5.80

内用薬 3961001F1029 アセトヘキサミド ２５０ｍｇ１錠 ジメリン錠２５０ｍｇ 共和薬品工業 18.60
内用薬 3961001F2033 アセトヘキサミド ５００ｍｇ１錠 ジメリン錠５００ｍｇ 共和薬品工業 33.40 H31.3.31まで
内用薬 3961002F1031 グリクロピラミド ２５０ｍｇ１錠 デアメリンＳ錠２５０ｍｇ 杏林製薬 26.90
内用薬 3961003F1028 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 オイグルコン錠１．２５ｍｇ 太陽ファルマ 先発品 ○ 6.70
内用薬 3961003F1044 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 パミルコン錠１．２５ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 3961003F1052 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「Ｅ

ＭＥＣ」
サンノーバ 後発品 5.60

内用薬 3961003F1087 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ダオニール錠１．２５ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 6.70
内用薬 3961003F1117 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961003F1141 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「タ
イヨー」

武田テバファー
マ

後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 3961003F1150 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3961003F1168 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F1176 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F1184 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 5.60

内用薬 3961003F1192 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「武
田テバ」

武田テバ薬品 後発品 5.60 H30.6.15収載

内用薬 3961003F2024 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 オイグルコン錠２．５ｍｇ 太陽ファルマ 先発品 ○ 11.60
内用薬 3961003F2040 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 パミルコン錠２．５ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 5.60 H31.3.31まで
内用薬 3961003F2156 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ダオニール錠２．５ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 11.60



内用薬 3961003F2172 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961003F2199 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

サンノーバ 後発品 5.60

内用薬 3961003F2202 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 5.60 H31.3.31まで

内用薬 3961003F2210 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 3961003F2229 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F2237 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 3961003F2245 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 後発品 5.60

内用薬 3961003F2253 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「武田
テバ」

武田テバ薬品 後発品 5.60 H30.6.15収載

内用薬 3961004F2010 クロルプロパミド ２５０ｍｇ１錠 局 クロルプロパミド錠 9.60
内用薬 3961006F1013 トルブタミド ２５０ｍｇ１錠 局 トルブタミド錠 8.50
内用薬 3961006F2010 トルブタミド ５００ｍｇ１錠 局 トルブタミド錠 9.60
内用薬 3961006X1019 トルブタミド １ｇ 局 トルブタミド 13.80
内用薬 3961007F1115 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリミクロン錠４０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 14.50
内用薬 3961007F1166 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.80
内用薬 3961007F1204 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 5.80
内用薬 3961007F1212 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.80
内用薬 3961007F1220 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.80 H31.3.31まで
内用薬 3961007F1239 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 5.80

内用薬 3961007F2022 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 12.80
内用薬 3961007F2049 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 5.60
内用薬 3961007F2090 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 6.60
内用薬 3961007F2103 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3961007F2111 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.60 H31.3.31まで
内用薬 3961007F2120 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 5.60

内用薬 3961008F1020 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 アマリール１ｍｇ錠 サノフィ 先発品 ○ 15.90
内用薬 3961008F1039 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 9.90
内用薬 3961008F1047 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 9.90
内用薬 3961008F1055 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 9.90 H31.3.31まで
内用薬 3961008F1063 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 後発品 9.90
内用薬 3961008F1071 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 9.90

内用薬 3961008F1080 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 9.90
内用薬 3961008F1101 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.90
内用薬 3961008F1110 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.90
内用薬 3961008F1128 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.90
内用薬 3961008F1136 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 9.90
内用薬 3961008F1144 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.90
内用薬 3961008F1152 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 9.90
内用薬 3961008F1160 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 9.90
内用薬 3961008F1179 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 9.90
内用薬 3961008F1187 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.90

内用薬 3961008F1195 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 9.90
内用薬 3961008F1217 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.90
内用薬 3961008F1225 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 9.90
内用薬 3961008F1241 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 9.90

内用薬 3961008F1250 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.90
内用薬 3961008F1268 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90
内用薬 3961008F1276 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 9.90

内用薬 3961008F1292 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 9.90
内用薬 3961008F1306 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 9.90 H31.3.31まで

内用薬 3961008F1314 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 9.90

内用薬 3961008F1322 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 9.90
内用薬 3961008F1330 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 9.90
内用薬 3961008F1349 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 9.90
内用薬 3961008F1357 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 後発品 9.90
内用薬 3961008F1365 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼン

ファーマ
後発品 9.90 H30.6.15収載

内用薬 3961008F2027 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 アマリール３ｍｇ錠 サノフィ 先発品 ○ 37.10
内用薬 3961008F2035 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 19.10
内用薬 3961008F2043 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 15.20
内用薬 3961008F2051 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 15.20 H31.3.31まで
内用薬 3961008F2060 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 後発品 15.20
内用薬 3961008F2078 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 15.20

内用薬 3961008F2086 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 15.20
内用薬 3961008F2108 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 15.20
内用薬 3961008F2116 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 15.20
内用薬 3961008F2124 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 19.10
内用薬 3961008F2132 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 15.20
内用薬 3961008F2140 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 15.20
内用薬 3961008F2159 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 15.20
内用薬 3961008F2167 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 19.10
内用薬 3961008F2175 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 19.10
内用薬 3961008F2183 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 15.20

内用薬 3961008F2191 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 19.10
内用薬 3961008F2213 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 15.20
内用薬 3961008F2221 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 15.20
内用薬 3961008F2248 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 15.20

内用薬 3961008F2256 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 15.20
内用薬 3961008F2264 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 15.20
内用薬 3961008F2272 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 15.20

内用薬 3961008F2299 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 19.10
内用薬 3961008F2302 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 15.20 H31.3.31まで

内用薬 3961008F2310 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 15.20

内用薬 3961008F2329 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 15.20
内用薬 3961008F2337 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 19.10
内用薬 3961008F2345 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 15.20
内用薬 3961008F2353 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 後発品 19.10
内用薬 3961008F2361 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼン

ファーマ
後発品 15.20 H30.6.15収載

内用薬 3961008F3023 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 アマリール０．５ｍｇ錠 サノフィ 先発品 ○ 9.90
内用薬 3961008F3031 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 9.60
内用薬 3961008F3040 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 9.60
内用薬 3961008F3058 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 9.60
内用薬 3961008F3066 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 9.60
内用薬 3961008F3074 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.60
内用薬 3961008F3082 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 9.60
内用薬 3961008F3090 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド 後発品 9.60

内用薬 3961008F3104 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 9.60
内用薬 3961008F3112 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 9.60
内用薬 3961008F3120 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.60
内用薬 3961008F3139 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 9.60
内用薬 3961008F3147 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.60

内用薬 3961008F3163 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 9.60 H31.3.31まで
内用薬 3961008F3171 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 9.60

内用薬 3961008F3180 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 9.60

内用薬 3961008F3198 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.60
内用薬 3961008F3201 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.60
内用薬 3961008F3210 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 後発品 9.60

内用薬 3961008F3228 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 9.60
内用薬 3961008F3236 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 後発品 9.60



内用薬 3961008F3244 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 9.60
内用薬 3961008F3260 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 9.60

内用薬 3961008F3279 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.60
内用薬 3961008F3287 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 9.60

内用薬 3961008F3295 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 9.60

内用薬 3961008F3309 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 9.60
内用薬 3961008F3317 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 後発品 9.60
内用薬 3961008F3325 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「フェルゼ

ン」
フェルゼン
ファーマ

後発品 9.60 H30.6.15収載

内用薬 3961008F4020 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 9.90
内用薬 3961008F4038 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド 後発品 9.90

内用薬 3961008F4046 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 9.90
内用薬 3961008F4054 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 後発品 9.90

内用薬 3961008F4070 グリメピリド １ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠１ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 15.90
内用薬 3961008F4089 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 9.90

内用薬 3961008F4097 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 9.90
内用薬 3961008F4100 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.90
内用薬 3961008F5026 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 15.20
内用薬 3961008F5034 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド 後発品 15.20

内用薬 3961008F5042 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 15.20
内用薬 3961008F5050 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 後発品 19.10

内用薬 3961008F5077 グリメピリド ３ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠３ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 37.10
内用薬 3961008F5085 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 15.20

内用薬 3961008F5093 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 15.20
内用薬 3961008F5107 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 19.10
内用薬 3961008F6022 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠０．５ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 9.90
内用薬 3961008F6030 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＥＭ

ＥＣ」
エルメッド 後発品 9.60

内用薬 3961008F6049 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 9.60

内用薬 3961008F6057 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＡＦ
Ｐ」

大興製薬 後発品 9.60

内用薬 3961008F6065 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 9.60

内用薬 3961008F6073 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 9.60

内用薬 3961008F6081 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 9.60

内用薬 3961008F6090 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 9.60

内用薬 3962001F1093 ブホルミン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ジベトス錠５０ｍｇ 日医工 後発品 9.60
内用薬 3962001F1107 ブホルミン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ジベトンＳ腸溶錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 9.60
内用薬 3962002F1071 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 グリコラン錠２５０ｍｇ 日本新薬 9.60
内用薬 3962002F1080 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 9.60

内用薬 3962002F1110 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 9.60

内用薬 3962002F2027 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトグルコ錠２５０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 9.90
内用薬 3962002F2035 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ

「ＤＳＥＰ」
第一三共エス
ファ

★ 9.90

内用薬 3962002F2043 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

★ 9.90

内用薬 3962002F2051 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 ★ 9.90

内用薬 3962002F2060 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「ＴＥ」

トーアエイヨー ★ 9.90

内用薬 3962002F2078 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「三和」

三和化学研究所 ★ 9.90

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２５０ｍｇＭＴ
「トーワ」

東和薬品 ★ 9.90

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２５０ｍｇＭＴ
「日医工」

日医工 ★ 9.90

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２５０ｍｇＭＴ
「ニプロ」

ニプロ ★ 9.90

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２５０ｍｇＭＴ
「ファイザー」

ファイザー ★ 9.90

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 ○ 15.40
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５００ｍｇＭＴ

「ＤＳＥＰ」
第一三共エス
ファ

後発品 9.90

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５００ｍｇＭＴ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 9.90

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５００ｍｇＭＴ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 9.90

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５００ｍｇＭＴ
「ＴＥ」

トーアエイヨー 後発品 9.90

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５００ｍｇＭＴ
「三和」

三和化学研究所 後発品 9.90

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５００ｍｇＭＴ
「ニプロ」

ニプロ 後発品 9.90

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５００ｍｇＭＴ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 9.90

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５００ｍｇＭＴ
「トーワ」

東和薬品 後発品 9.90

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５００ｍｇＭＴ
「日医工」

日医工 後発品 9.90

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 ○ 18.60
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 10.80
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 10.80

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 10.80

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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80

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 10.80
内用薬 3969003F1131 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 10.80

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 ○ 32.70
内用薬 3969003F2049 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 19.20
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 19.20

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 19.20

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 19.20
内用薬 3969003F2081 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 19.20
内用薬 3969003F2090 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 19.20
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 19.20

内用薬 3969003F2120 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 19.20
内用薬 3969003F2138 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 19.20

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 ○ 18.60
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 10.80

内用薬 3969003F3061 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 10.80

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 ○ 32.70
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 19.20

内用薬 3969003F4068 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 19.20

内用薬 3969004F1020 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベイスン錠０．２ 武田テバ薬品 先発品 ○ 31.50
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 12.30
内用薬 3969004F1152 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 12.30
内用薬 3969004F1179 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベグリラート錠０．２ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 12.30 H31.3.31まで
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 12.30
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 12.30
内用薬 3969004F1217 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 16.60 H31.3.31まで
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 12.30



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」

武田テバファー
マ

後発品 12.30

内用薬 3969004F1241 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 12.30
内用薬 3969004F1250 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 12.30
内用薬 3969004F1268 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.30
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 12.30

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 12.30

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 12.30
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 12.30

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 16.60

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 12.30
内用薬 3969004F1330 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「武田テ

バ」
武田テバファー
マ

後発品 12.30 H30.12.14収載

内用薬 3969004F2027 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベイスン錠０．３ 武田テバ薬品 先発品 ○ 42.70
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 17.00
内用薬 3969004F2159 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.00
内用薬 3969004F2175 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベグリラート錠０．３ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 17.00 H31.3.31まで
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 17.00
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 17.00
内用薬 3969004F2213 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 23.40 H31.3.31まで
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 17.00

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」

武田テバファー
マ

後発品 17.00

内用薬 3969004F2248 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 17.00
内用薬 3969004F2256 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.00
内用薬 3969004F2264 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.00
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 17.00

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 17.00

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 17.00
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 17.00

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 23.40

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 17.00
内用薬 3969004F2337 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「武田テ

バ」
武田テバファー
マ

後発品 17.00 H30.12.14収載

内用薬 3969004F3023 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．２ 武田テバ薬品 先発品 ○ 31.50
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「Ｑ

Ｑ」
救急薬品工業 後発品 16.60

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

メディサ新薬 後発品 16.60

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 12.30

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 12.30

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」

武田テバファー
マ

後発品 12.30

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 12.30

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

小林化工 後発品 12.30

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 12.30

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 12.30

内用薬 3969004F3120 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ベグリラートＯＤ錠０．２ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 12.30 H31.3.31まで
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 12.30

内用薬 3969004F3147 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファー
マ

後発品 12.30 H30.12.14収載

内用薬 3969004F4020 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．３ 武田テバ薬品 先発品 ○ 42.70
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「Ｑ

Ｑ」
救急薬品工業 後発品 23.40

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

メディサ新薬 後発品 23.40

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 17.00

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 17.00

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」

武田テバファー
マ

後発品 17.00

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 17.00

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

小林化工 後発品 17.00

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 17.00

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 17.00

内用薬 3969004F4127 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ベグリラートＯＤ錠０．３ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 17.00 H31.3.31まで
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 17.00

内用薬 3969004F4143 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファー
マ

後発品 17.00 H30.12.14収載

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 ○ 16.00
内用薬 3969006F1038 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ファスティック錠３０ ＥＡファーマ 先発品 ○ 16.20
内用薬 3969006F1046 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 9.90 R2.3.31まで
内用薬 3969006F1054 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠３０ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 9.90
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 9.90
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 ○ 40.10
内用薬 3969006F2034 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 ファスティック錠９０ ＥＡファーマ 先発品 ○ 40.90
内用薬 3969006F2042 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠９０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 23.00 R2.3.31まで
内用薬 3969006F2050 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠９０ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 23.00
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 23.00
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 17.60
内用薬 3969007F1024 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 アクトス錠１５ 武田テバ薬品 先発品 ○ 62.80
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 24.00

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「ＦＦＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 24.00

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 24.00

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 24.00
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 24.00

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「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 32.50
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 24.00
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「アメル」 共和薬品工業 後発品 24.00
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 24.00

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「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.00
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「サンド」 サンド 後発品 24.00
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」
武田テバファー
マ

後発品 24.00

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「タカタ」 高田製薬 後発品 24.00
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「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 24.00

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「トーワ」 東和薬品 後発品 24.00
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「日医工」 日医工 後発品 24.00
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「モチダ」 持田製薬販売 後発品 24.00
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 後発品 24.00
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 24.00

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 24.00 R2.3.31まで
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 24.00

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 24.00

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 24.00

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「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 24.00 R2.3.31まで
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 33.40
内用薬 3969007F2020 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 アクトス錠３０ 武田テバ薬品 先発品 ○ 117.00



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 47.10

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「ＦＦＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 47.10

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 47.10

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 47.10
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 47.10

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「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 60.50
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「アメル」 共和薬品工業 後発品 47.10
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 47.10

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「サワイ」 沢井製薬 後発品 47.10
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「サンド」 サンド 後発品 47.10
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」
武田テバファー
マ

後発品 47.10

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「タカタ」 高田製薬 後発品 47.10
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「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 47.10

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「トーワ」 東和薬品 後発品 47.10
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「日医工」 日医工 後発品 47.10
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「モチダ」 持田製薬販売 後発品 47.10
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 後発品 47.10
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 47.10

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 47.10 R2.3.31まで
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「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 47.10
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 47.10

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 47.10

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 47.10

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「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 47.10 R2.3.31まで
内用薬 3969007F3027 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アクトスＯＤ錠１５ 武田テバ薬品 先発品 ○ 62.80
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「ＤＳ

ＥＰ」
第一三共エス
ファ

後発品 24.00

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「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 24.00

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「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 24.00

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 32.50

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 24.00

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 24.00

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 24.00

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「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 後発品 24.00

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「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 24.00

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 24.00 R2.3.31まで

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 24.00

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 24.00

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」

武田テバ薬品 後発品 24.00 R2.3.31まで

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 24.00

内用薬 3969007F4023 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 アクトスＯＤ錠３０ 武田テバ薬品 先発品 ○ 117.00
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「ＤＳ

ＥＰ」
第一三共エス
ファ

後発品 47.10

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「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 47.10

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「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 47.10

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 47.10

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 47.10

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 47.10

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 47.10

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「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 後発品 47.10

内用薬 3969007F4112 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 47.10

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 47.10 R2.3.31まで

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 47.10

内用薬 3969007F4147 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 47.10

内用薬 3969007F4155 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「テ
バ」

武田テバ薬品 後発品 47.10 R2.3.31まで

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 47.10

内用薬 3969008F1029 ミチグリニドカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 局 グルファスト錠５ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 ○ 22.70

内用薬 3969008F2025 ミチグリニドカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 グルファスト錠１０ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 ○ 40.10

内用薬 3969008F3021 ミチグリニドカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 グルファストＯＤ錠５ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 ○ 22.70

内用薬 3969008F3030 ミチグリニドカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

シオノケミカル 後発品 9.90

内用薬 3969008F3048 ミチグリニドカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 9.90

内用薬 3969008F3056 ミチグリニドカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 9.90

内用薬 3969008F3064 ミチグリニドカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「三
和」

大興製薬 後発品 9.90

内用薬 3969008F3072 ミチグリニドカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「フ
ソー」

リョートーファ
イン

後発品 9.90

内用薬 3969008F4028 ミチグリニドカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 グルファストＯＤ錠１０ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 ○ 40.10

内用薬 3969008F4036 ミチグリニドカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ
「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 17.10

内用薬 3969008F4044 ミチグリニドカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 17.10

内用薬 3969008F4052 ミチグリニドカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 17.10

内用薬 3969008F4060 ミチグリニドカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ
「三和」

大興製薬 後発品 17.10

内用薬 3969008F4079 ミチグリニドカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ
「フソー」

リョートーファ
イン

後発品 17.10

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 ○ 21.90
内用薬 3969009F1031 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 ミグリトール錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 9.80
内用薬 3969009F1040 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 ミグリトール錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 9.80 H30.12.14収載

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 ○ 37.70
内用薬 3969009F2038 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.50
内用薬 3969009F2046 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 ミグリトール錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 17.50 H30.12.14収載

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 ○ 52.90
内用薬 3969009F3034 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 ミグリトール錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22.20
内用薬 3969009F3042 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 ミグリトール錠７５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 22.20 H30.12.14収載

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 ○ 37.70
内用薬 3969009F4030 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 17.50

内用薬 3969009F4049 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 17.50 H30.6.15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 ○ 52.90
内用薬 3969009F5037 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠７５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 22.20

内用薬 3969009F5045 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠７５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 22.20 H30.6.15収載

内用薬 3969009F6025 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 セイブルＯＤ錠２５ｍｇ 三和化学研究所 先発品 ○ 21.90



内用薬 3969009F6033 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 9.80

内用薬 3969009F6041 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 9.80 H30.6.15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 71.20

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 69.90

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 132.40

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 129.50

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 197.00

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 193.50

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 58.40

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 57.90

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 75.30

内用薬 3969012F1025 アログリプチン安息香酸
塩

６．２５ｍｇ１錠 ネシーナ錠６．２５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 48.60

内用薬 3969012F2021 アログリプチン安息香酸
塩

１２．５ｍｇ１錠 ネシーナ錠１２．５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 89.80

内用薬 3969012F3028 アログリプチン安息香酸
塩

２５ｍｇ１錠 ネシーナ錠２５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 167.30

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 155.40

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 154.60

内用薬 3969015F2025 テネリグリプチン臭化水
素酸塩水和物

４０ｍｇ１錠 テネリア錠４０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 231.00 H30.11.28収載

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 62.20
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 協和キリン 先発品 84.10
内用薬 3969017F2024 サキサグリプチン水和物 ５ｍｇ１錠 オングリザ錠５ｍｇ 協和キリン 先発品 126.20
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 133.80

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 200.20

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 198.50

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 296.90

内用薬 3969020F1020 ルセオグリフロジン水和
物

２．５ｍｇ１錠 ルセフィ錠２．５ｍｇ 大正製薬 先発品 189.00

内用薬 3969020F2026 ルセオグリフロジン水和
物

５ｍｇ１錠 ルセフィ錠５ｍｇ 大正製薬 先発品 283.50

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 202.10
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 199.10
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 190.50
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 198.70

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 339.00

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 530.10

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 995.00

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 520.20
内用薬 3969025F2029 オマリグリプチン ２５ｍｇ１錠 マリゼブ錠２５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 971.30
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 武田テバ薬品 先発品 62.80

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 武田テバ薬品 先発品 117.00

内用薬 3969101F1025 ピオグリタゾン塩酸塩・
グリメピリド

１錠 局 ソニアス配合錠ＬＤ 武田テバ薬品 先発品 62.80

内用薬 3969101F2021 ピオグリタゾン塩酸塩・
グリメピリド

１錠 局 ソニアス配合錠ＨＤ 武田テバ薬品 先発品 117.00

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 47.70

内用薬 3969102F2026 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ＯＤ錠 キッセイ薬品工
業

先発品 47.70 R1.6.14収載

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
塩

１錠 リオベル配合錠ＬＤ 武田薬品工業 先発品 184.10

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
塩

１錠 リオベル配合錠ＨＤ 武田薬品工業 先発品 227.50

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 77.60

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 77.60

内用薬 3969105F1023 アログリプチン安息香酸
塩・メトホルミン塩酸塩

１錠 イニシンク配合錠 武田薬品工業 先発品 166.40

内用薬 3969106F1028 テネリグリプチン臭化水
素酸塩水和物・カナグリ
フロジン水和物

１錠 カナリア配合錠 田辺三菱製薬 先発品 290.20

内用薬 3969107F1022 シタグリプチンリン酸塩
水和物・イプラグリフロ
ジン　Ｌ－プロリン

１錠 スージャヌ配合錠 ＭＳＤ 先発品 263.80 H30.5.22収載

内用薬 3969108F1027 エンパグリフロジン・リ
ナグリプチン

１錠 トラディアンス配合錠ＡＰ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 283.30 H30.11.20収載

内用薬 3969108F2023 エンパグリフロジン・リ
ナグリプチン

１錠 トラディアンス配合錠ＢＰ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 395.60 H30.11.20収載

内用薬 3969109F1021 アナグリプチン・メトホ
ルミン塩酸塩

１錠 メトアナ配合錠ＬＤ 三和化学研究所 先発品 62.20 H30.11.20収載

内用薬 3969109F2028 アナグリプチン・メトホ
ルミン塩酸塩

１錠 メトアナ配合錠ＨＤ 三和化学研究所 先発品 62.20 H30.11.20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 17.00

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 23.50

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 R2.3.31まで

内用薬 3992001F1360 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「ＡＦＰ」 アルフレッサ
ファーマ

準先発品 ○ 5.60 H31.3.15収載

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 10.00

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 8.50

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 6.40
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％ 武田テバ薬品 後発品 4.80 R2.3.31まで
内用薬 3999001Q2082 ラクツロース ６５％１ｍＬ ラクツロースシロップ６５％「武田テ

バ」
武田テバ薬品 後発品 4.80 R1.6.14収載

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 3.00
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 3.00
内用薬 3999001Q4026 ラクツロース ６０％１０ｍＬ１包 ラクツロース・シロップ６０％分包１

０ｍＬ「コーワ」
興和 先発品 53.80

内用薬 3999001Q5022 ラクツロース ６０％１５ｍＬ１包 ラクツロース・シロップ６０％分包１
５ｍＬ「コーワ」

興和 先発品 80.00

内用薬 3999001Q6029 ラクツロース ５４．１６７％１２
ｇ１包

ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ 三和化学研究所 後発品 48.20 H30.11.28収載

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 ○ 132.70



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 68.50
内用薬 3999002F1055 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠２５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 65.40
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 ○ 222.00
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 113.40
内用薬 3999002F2051 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠５０ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 後発品 103.70
内用薬 3999002F3023 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 ブレディニンＯＤ錠２５ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 132.70
内用薬 3999002F4020 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 ブレディニンＯＤ錠５０ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 222.00
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錠 後発品 9.20
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 ○ 41.40
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 754.60

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 232.20 H31.3.31まで

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 407.20 H31.3.31まで

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 ○ 95.30

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「Ｂ
ＭＤ」

ビオメディクス 後発品 65.80

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 42.00

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 42.00

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 65.80

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「Ｔ
Ｃ」

東洋カプセル 後発品 65.80

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 ○ 203.20

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

ビオメディクス 後発品 112.80

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 80.40

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 112.80

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 112.80

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「Ｔ
Ｃ」

東洋カプセル 後発品 112.80

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 ○ 351.30

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「Ｂ
ＭＤ」

ビオメディクス 後発品 209.30

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 143.10

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 143.10

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 209.30

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「Ｔ
Ｃ」

東洋カプセル 後発品 209.30

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 897.80

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 785.30

内用薬 3999005F1016 アザチオプリン ５０ｍｇ１錠 局 アザチオプリン錠 129.40
内用薬 3999005F1040 アザチオプリン ５０ｍｇ１錠 局 アザニン錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 130.10
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 11.40
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 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 195.70
内用薬 3999008F1273 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 オステン錠２００ｍｇ 武田テバ薬品 先発品 ○ 23.80
内用薬 3999008F1400 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 イプリフラボン錠２００ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 9.50 H31.3.31まで
内用薬 3999008F1419 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.50
内用薬 3999008F1427 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 9.50

内用薬 3999008F1435 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 イプリフラボン錠２００ｍｇ「日医
工」

日医工ファーマ 後発品 9.50

内用薬 3999008F1443 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 イプリフラボン錠２００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 9.50

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 38.10

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 38.10

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 38.10

内用薬 3999009F1073 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ
「ＹＤ」

コーアバイオ
テックベイ

後発品 38.10

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 115.00

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 115.00

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 115.00

内用薬 3999009F2070 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ
「ＹＤ」

コーアバイオ
テックベイ

後発品 115.00

内用薬 3999010F1025 エチドロン酸二ナトリウ
ム

２００ｍｇ１錠 局 ダイドロネル錠２００ 大日本住友製薬 先発品 362.10

内用薬 3999012D1023 サプロプテリン塩酸塩 ２．５％０．４ｇ１ ビオプテン顆粒２．５％ 第一三共 先発品 3,676.90
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 36,769.00
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 25.00
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 36.60
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 36.60
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「ＹＤ」 陽進堂 後発品 36.60
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 36.60

内用薬 3999013F1118 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０「タツミ」 辰巳化学 後発品 36.60
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 36.60 H31.3.31まで
内用薬 3999013F1177 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 キネックス錠５０ 武田テバファー

マ
後発品 36.60 R1.9.30まで

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 36.60 H30.9.30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 武田テバ薬品 後発品 36.60 H31.3.31まで
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 ○ 87.30
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「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 36.60

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 36.60

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 36.60

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 36.60

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 36.60

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 53.30

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 36.60

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「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 36.60

内用薬 3999013F1380 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 36.60

内用薬 3999013F1398 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 36.60 H30.12.14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 187.50
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 706.30
内用薬 3999014F1023 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 207.10
内用薬 3999014F1031 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 207.10
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「あゆみ」 あゆみ製薬 後発品 207.10
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 366.90
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 366.90
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 366.90
内用薬 3999014F3026 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠１．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 530.50
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「あゆみ」 あゆみ製薬 後発品 530.50
内用薬 3999014F4022 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 タクロリムス錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 916.80
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 916.80
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 1,252.30
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 1,742.40
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 1,252.30
内用薬 3999014F6025 タクロリムス水和物 ２ｍｇ１錠 タクロリムス錠２ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 後発品 652.00
内用薬 3999014F6033 タクロリムス水和物 ２ｍｇ１錠 タクロリムス錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 652.00



内用薬 3999014M1022 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 局 プログラフカプセル１ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 689.20
内用薬 3999014M1030 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 局 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 366.90

内用薬 3999014M1049 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 366.90

内用薬 3999014M1057 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル１ｍｇ「サン
ド」

ニプロファーマ 後発品 296.50

内用薬 3999014M1065 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 296.50

内用薬 3999014M2029 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセ 局 プログラフカプセル０．５ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 389.40
内用薬 3999014M2037 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセ

ル
局 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 207.10

内用薬 3999014M2045 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセ
ル

局 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 207.10

内用薬 3999014M2053 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセ
ル

局 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「サ
ンド」

ニプロファーマ 後発品 152.60

内用薬 3999014M2061 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセ
ル

局 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ニ
プロ」

ニプロ 後発品 152.60

内用薬 3999014M3025 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 局 プログラフカプセル５ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 2,640.40
内用薬 3999014M3033 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 局 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 1,252.30

内用薬 3999014M3041 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 1,742.40

内用薬 3999014M3050 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル５ｍｇ「サン
ド」

ニプロファーマ 後発品 1,742.40

内用薬 3999014M3068 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 1,742.40

内用薬 3999014N1028 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセ グラセプターカプセル０．５ｍｇ アステラス製薬 先発品 496.20
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 878.60
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 3,257.50
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 6.40
内用薬 3999016F1022 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトレート錠２ｍｇ あゆみ製薬 後発品 149.50
内用薬 3999016F1030 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 149.50
内用薬 3999016F1049 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 98.50
内用薬 3999016F1057 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠２ｍｇ「ダイト」 ダイト 後発品 98.50 H30.6.15収載
内用薬 3999016F1065 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 98.50 H30.6.15収載
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 ○ 231.80
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 98.50

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 149.50

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 149.50

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「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 98.50

内用薬 3999016M1102 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「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 98.50 H30.6.15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

セルセプト懸濁用散３１．８％ 中外製薬 先発品 214.30

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 ○ 244.30

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」

武田テバファー
マ

後発品 121.10

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 121.10

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 ○ 83.40

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 ○ 82.40

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 44.90

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 44.90

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 44.90

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 32.80

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 32.80

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 32.80

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 32.80

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 44.90

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 32.80

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 32.80

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」 武田テバファー
マ

後発品 32.80

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 32.80

内用薬 3999018F1188 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「ＲＴＯ」 リョートーファ
イン

後発品 32.80

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 ○ 529.70

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 ○ 528.30

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 277.00

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 277.00

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 277.00

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 204.10

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 204.10

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 204.10

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「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 277.00

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 277.00

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 204.10

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 204.10

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」 武田テバファー
マ

後発品 204.10

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 204.10

内用薬 3999018F2184 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「ＲＴＯ」 リョートーファ
イン

後発品 204.10

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 1,044.40

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 ＥＡファーマ 先発品 ○ 91.40

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 ○ 92.10

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「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファー
マ

後発品 35.60

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 35.60

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 48.20

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 48.20

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 35.60

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 48.20

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 48.20

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 48.20

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 48.20

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２．５ｍｇ
「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 48.20

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 35.60



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 35.60

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 48.20

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２．５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 35.60

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 35.60

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 48.20

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」

武田テバ薬品 後発品 35.60

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 48.20

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 35.60

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 35.60

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」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 35.60

内用薬 3999019F2014 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム１７．５ｍｇ
錠

後発品 169.50

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 ＥＡファーマ 先発品 ○ 554.30

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 ○ 569.80

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 215.10

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 215.10

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「Ｆ
ＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 215.10

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「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 215.10

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「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 290.60

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「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 215.10

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「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 215.10

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 215.10

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 215.10

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 215.10

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」

武田テバ薬品 後発品 215.10

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 215.10

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 215.10

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 215.10

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 215.10

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 215.10

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 290.60

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」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 215.10

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１７．５ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 215.10

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１７．５ｍ
ｇ「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 290.60

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 ＥＡファーマ 先発品 2,528.50

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 2,598.20

内用薬 3999020F1029 レフルノミド １０ｍｇ１錠 アラバ錠１０ｍｇ サノフィ 先発品 169.80
内用薬 3999020F2025 レフルノミド ２０ｍｇ１錠 アラバ錠２０ｍｇ サノフィ 先発品 295.70
内用薬 3999020F3021 レフルノミド １００ｍｇ１錠 アラバ錠１００ｍｇ サノフィ 先発品 1,022.90
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 ○ 98.70

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 50.20

内用薬 3999021F1040 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド 後発品 44.10

内用薬 3999021F1058 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 44.10

内用薬 3999021F1066 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 44.10

内用薬 3999021F1074 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 44.10

内用薬 3999021F1082 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 44.10 R1.9.30まで

内用薬 3999021F1090 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 50.20

内用薬 3999021F1104 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 44.10

内用薬 3999021F1112 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山
形）

後発品 44.10

内用薬 3999021F1120 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「あ
ゆみ」

シオノケミカル 後発品 44.10 H30.12.14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 1,736.70

内用薬 3999023F1022 シナカルセト塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 レグパラ錠２５ｍｇ 協和キリン 先発品 549.50
内用薬 3999023F2029 シナカルセト塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 レグパラ錠７５ｍｇ 協和キリン 先発品 1,010.00
内用薬 3999023F3025 シナカルセト塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 レグパラ錠１２．５ｍｇ 協和キリン 先発品 374.20
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「ＭＳ

Ｄ」
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 ○ 127.20
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 ○ 126.80
内用薬 3999026F1042 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 51.80 H30.6.15収載

内用薬 3999026F1050 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 51.80 H30.6.15収載
内用薬 3999026F1069 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 後発品 51.80 H30.6.15収載
内用薬 3999026F1077 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 51.80 H30.6.15収載
内用薬 3999026F1085 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー

マ
後発品 51.80 H30.6.15収載

内用薬 3999026F1093 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 51.80 H30.6.15収載
内用薬 3999026F1107 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 51.80 H30.6.15収載
内用薬 3999026F1115 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 51.80 H30.6.15収載
内用薬 3999026F1123 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「三笠」 コーアバイオ

テックベイ
後発品 51.80 H30.6.15収載

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 ○ 3,434.60
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 ○ 3,405.30
内用薬 3999026F2049 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 1,396.50 H30.6.15収載

内用薬 3999026F2057 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 1,396.50 H30.6.15収載
内用薬 3999026F2065 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 後発品 1,396.50 H30.6.15収載
内用薬 3999026F2073 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 1,396.50 H30.6.15収載
内用薬 3999026F2081 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー

マ
後発品 1,396.50 H30.6.15収載

内用薬 3999026F2090 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 1,396.50 H30.6.15収載
内用薬 3999026F2103 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,396.50 H30.6.15収載
内用薬 3999026F2111 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 後発品 1,396.50 H30.6.15収載
内用薬 3999026F2120 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「三笠」 コーアバイオ

テックベイ
後発品 1,396.50 H30.6.15収載

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 100.80
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 2,493.40

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 4,912.00

内用薬 3999029M1029 フィンゴリモド塩酸塩 ０．５ｍｇ１カプセ イムセラカプセル０．５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 8,124.70
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 エーザイ 先発品 154.80 R2.3.31まで
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 462.00

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 93.30
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 278.60
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 69.80
内用薬 3999033S2020 レボカルニチン １０％５ｍＬ１包 エルカルチンＦＦ内用液１０％分包５

ｍＬ
大塚製薬 先発品 348.90

内用薬 3999033S3027 レボカルニチン １０％１０ｍＬ１包 エルカルチンＦＦ内用液１０％分包１
０ｍＬ

大塚製薬 先発品 697.90

内用薬 3999034F1020 トファシチニブクエン酸
塩

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
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
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
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
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 サノフィ 先発品 76,925.90

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

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

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

内用薬 3999040F1026 イバンドロン酸ナトリウ
ム水和物

１００ｍｇ１錠 ボンビバ錠１００ｍｇ 中外製薬 先発品 2,638.20

内用薬 3999041X1026 カルグルミン酸 ２００ｍｇ１錠 カーバグル分散錠２００ｍｇ レコルダティ・
レア・ディシー
ズ・ジャパン

先発品 16,295.10

内用薬 3999042F1025 アプレミラスト １０ｍｇ１錠 オテズラ錠１０ｍｇ セルジーン 先発品 324.10
内用薬 3999042F2021 アプレミラスト ２０ｍｇ１錠 オテズラ錠２０ｍｇ セルジーン 先発品 648.20
内用薬 3999042F3028 アプレミラスト ３０ｍｇ１錠 オテズラ錠３０ｍｇ セルジーン 先発品 972.40
内用薬 3999043F1020 バリシチニブ ２ｍｇ１錠 オルミエント錠２ｍｇ 日本イーライリ

リー
先発品 2,690.40

内用薬 3999043F2026 バリシチニブ ４ｍｇ１錠 オルミエント錠４ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 5,223.00

内用薬 3999044F1024 エボカルセト １ｍｇ１錠 オルケディア錠１ｍｇ 協和キリン 先発品 280.70 H30.5.22収載
内用薬 3999044F2020 エボカルセト ２ｍｇ１錠 オルケディア錠２ｍｇ 協和キリン 先発品 412.10 H30.5.22収載
内用薬 3999045M1028 ミガーラスタット塩酸塩 １２３ｍｇ１カプセ

ル
ガラフォルドカプセル１２３ｍｇ アミカス・セラ

ピューティクス
先発品 142,662.10 H30.5.22収載

内用薬 3999046F1023 ペフィシチニブ臭化水素
酸塩

５０ｍｇ１錠 スマイラフ錠５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 1,741.00 R1.5.22収載

内用薬 3999046F2020 ペフィシチニブ臭化水素
酸塩

１００ｍｇ１錠 スマイラフ錠１００ｍｇ アステラス製薬 先発品 3,379.90 R1.5.22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 ＥＡファーマ 先発品 43.40

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

物
５０ｍｇ１錠 局 エンドキサン錠５０ｍｇ 塩野義製薬 31.60

内用薬 4211002X1023 シクロホスファミド水和
物

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 112.40
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 177.60

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
物

１５６．７ｍｇ１カ
プセル

エストラサイトカプセル１５６．７ｍ
ｇ

日本新薬 先発品 313.80

内用薬 4219004F1025 テモゾロミド ２０ｍｇ１錠 テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 1,321.30
内用薬 4219004F2021 テモゾロミド １００ｍｇ１錠 テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 6,587.90
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 ○ 2,610.10
内用薬 4219004M2020 テモゾロミド １００ｍｇ１カプセ テモダールカプセル１００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 13,009.40
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 110.90
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 35.90
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 359.20
内用薬 4223002M1419 テガフール ２００ｍｇ１カプセ フトラフールカプセル２００ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 123.20
内用薬 4223003F1031 フルオロウラシル ５０ｍｇ１錠 ５－ＦＵ錠５０協和 協和キリン 先発品 146.80
内用薬 4223003F2038 フルオロウラシル １００ｍｇ１錠 ５－ＦＵ錠１００協和 協和キリン 先発品 266.10
内用薬 4223004M1027 ドキシフルリジン １００ｍｇ１カプセ 局 フルツロンカプセル１００ 太陽ファルマ 先発品 159.40
内用薬 4223004M2023 ドキシフルリジン ２００ｍｇ１カプセ 局 フルツロンカプセル２００ 太陽ファルマ 先発品 238.00
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 ○ 358.00
内用薬 4223005F1030 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 136.20 H30.12.14収載
内用薬 4223005F1049 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 136.20 R1.6.14収載
内用薬 4223005F1057 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 136.20 R1.6.14収載
内用薬 4223005F1065 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクル

ト」
ダイト 後発品 136.20 R1.6.14収載

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 376.20

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 645.80

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　スク
イブ

先発品 279.60

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 285.20

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 421.80

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 552.90

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

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 大鵬薬品工業 先発品 226.10

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

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 ○ 674.40

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

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 304.80

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

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 304.80

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

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 ○ 809.40

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

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 398.40

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

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 398.40

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

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 ○ 523.70

内用薬 4229101F1034 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム
配合剤

２０ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エスエーワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 沢井製薬 後発品 251.80

内用薬 4229101F1042 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム
配合剤

２０ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エヌケーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 日本化薬 後発品 251.80

内用薬 4229101F1050 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム
配合剤

２０ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ 岡山大鵬薬品 後発品 251.80

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

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 ○ 631.30

内用薬 4229101F2030 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム
配合剤

２５ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エスエーワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 沢井製薬 後発品 299.20

内用薬 4229101F2049 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム
配合剤

２５ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エヌケーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 日本化薬 後発品 299.20



内用薬 4229101F2057 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム
配合剤

２５ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ 岡山大鵬薬品 後発品 344.80

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

２０ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

ＥＥエスワン配合錠Ｔ２０ エルメッド 後発品 251.80

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

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 268.60

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

２５ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

ＥＥエスワン配合錠Ｔ２５ エルメッド 後発品 299.20

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

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 344.80

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

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 523.70

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

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

エスエーワン配合カプセルＴ２０ 沢井製薬 後発品 251.80

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

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２０ 日本化薬 後発品 251.80

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

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

エスワンエヌピー配合カプセルＴ２０ ニプロ 後発品 251.80

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

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

エスワンメイジ配合カプセルＴ２０ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 268.60

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

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

テノックス配合カプセルＴ２０ あすか製薬 後発品 268.60

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

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

テメラール配合カプセルＴ２０ 共和薬品工業 後発品 251.80

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

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

ティーエスワン配合カプセルＴ２５ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 631.30

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

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

エスエーワン配合カプセルＴ２５ 沢井製薬 後発品 299.20

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

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２５ 日本化薬 後発品 299.20

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

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

エスワンエヌピー配合カプセルＴ２５ ニプロ 後発品 344.80

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

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

エスワンメイジ配合カプセルＴ２５ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 299.20

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

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

テノックス配合カプセルＴ２５ あすか製薬 後発品 299.20

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

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

テメラール配合カプセルＴ２５ 共和薬品工業 後発品 299.20

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 722.20
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　スク
イブ

先発品 698.40

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 1,361.90
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　スク
イブ

先発品 1,348.60

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５０ｍｇ
「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
塩

１０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩１０ｍｇ錠 後発品 32.20

内用薬 4291003F1163 タモキシフェンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠１０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 133.30

内用薬 4291003F1201 タモキシフェンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「明治」 メディサ新薬 後発品 60.90

内用薬 4291003F1244 タモキシフェンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「ＭＹＬ」 マイランＥＰＤ 後発品 79.10

内用薬 4291003F2011 タモキシフェンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩２０ｍｇ錠 後発品 56.80

内用薬 4291003F2054 タモキシフェンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠２０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 ○ 260.50

内用薬 4291003F2089 タモキシフェンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「明治」 メディサ新薬 後発品 112.50

内用薬 4291003F2100 タモキシフェンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＭＹＬ」 マイランＥＰＤ 後発品 162.80

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 1,741.50
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 2,935.90
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 128.30
内用薬 4291005F1057 フルタミド １２５ｍｇ１錠 オダイン錠１２５ｍｇ 日本化薬 先発品 ○ 236.70
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 128.30

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 富士製薬工業 先発品 672.60
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 ○ 302.00
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 155.70
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 ○ 457.60
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 238.50
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 ○ 715.00
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 294.70
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 294.70
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 294.70
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 294.70
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 374.50
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 294.70
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 294.70
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 294.70
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 294.70
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 294.70
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 294.70
内用薬 4291009F1179 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 294.70
内用薬 4291009F1187 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 294.70

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 294.70

内用薬 4291009F1209 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 374.50
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 294.70
内用薬 4291009F1225 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ケミファ」 大興製薬 後発品 374.50
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 294.70

内用薬 4291009F1250 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 294.70 H31.3.31まで
内用薬 4291009F1268 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 294.70

内用薬 4291009F1276 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 294.70 R1.6.14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 ○ 715.00
内用薬 4291009F2035 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 294.70
内用薬 4291009F2043 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 294.70
内用薬 4291009F2051 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「あす

か」
あすか製薬 後発品 294.70

内用薬 4291009F2060 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ケミ
ファ」

富士化学工業 後発品 294.70

内用薬 4291009F2078 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 294.70

内用薬 4291009F2086 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 294.70

内用薬 4291009F2094 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 294.70

内用薬 4291009F2108 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 294.70

内用薬 4291009F2116 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 294.70

内用薬 4291009F2124 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 294.70 R1.6.14収載



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 ○ 403.60
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 後発品 154.00
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 154.00
内用薬 4291010F1066 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルム富

山化学
後発品 154.00

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 218.60

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 218.60
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 154.00
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 154.00
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 218.60
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 154.00

内用薬 4291010F1147 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 154.00
内用薬 4291010F1155 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 154.00
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」 武田テバ薬品 後発品 154.00
内用薬 4291010F1171 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 154.00
内用薬 4291010F1180 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 154.00
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 154.00

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 154.00

内用薬 4291010F1210 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 154.00
内用薬 4291010F1228 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 154.00 R1.6.14収載

内用薬 4291011F1010 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩１００ｍｇ錠 後発品 531.20
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 ○ 2,303.50

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 後発品 976.80
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 976.80
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 976.80
内用薬 4291011F1060 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 後発品 976.80
内用薬 4291011F1079 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス

ファ
後発品 976.80

内用薬 4291011F1087 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＳＫＫ」 共創未来ファー
マ

後発品 976.80 R2.3.31まで

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 976.80
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　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 976.80

内用薬 4291011F1125 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 976.80
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 976.80
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 1,160.50

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 976.80
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 976.80
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 976.80
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 976.80

内用薬 4291011F1192 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 976.80

内用薬 4291011F1206 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファー
マ

後発品 976.80 R1.6.14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 2,026.60
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　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 2,026.60

内用薬 4291011F2040 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 後発品 2,026.60
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 2,026.60
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 2,026.60
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 2,026.60
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 ○ 384.70
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 219.70
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 219.70

内用薬 4291012F1057 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 219.70

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 ○ 5,323.90
内用薬 4291013F1035 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 2,662.00 H30.12.14収載

内用薬 4291013F1043 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 2,662.00 R1.6.14収載

内用薬 4291013F1051 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 2,662.00 R1.6.14収載
内用薬 4291013F1060 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 2,662.00 R1.6.14収載
内用薬 4291013F1078 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「サンド」 ダイト 後発品 2,662.00 R1.6.14収載
内用薬 4291013F1086 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 2,662.00 R1.6.14収載
内用薬 4291013F1094 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ヤクル

ト」
高田製薬 後発品 2,662.00 R1.6.14収載

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 3,419.30
内用薬 4291015F1018 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール２．５ｍｇ錠 後発品 140.30
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 ○ 505.90

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 167.80

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 後発品 167.80
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 167.80
内用薬 4291015F1069 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 167.80

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 257.40

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 167.80
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 167.80
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 167.80

内用薬 4291015F1123 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 167.80
内用薬 4291015F1140 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 167.80
内用薬 4291015F1158 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 167.80
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 167.80

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 167.80

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 167.80

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

セル
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 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
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　スク
イブ

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　スク
イブ

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 4291021M3023 ニロチニブ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル タシグナカプセル５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 1,289.20

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 ノバルティス
ファーマ

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 10,410.20

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 5,373.30

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 4,249.20

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 6,218.30

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 9,339.50
内用薬 4291024M2020 レナリドミド水和物 ２．５ｍｇ１カプセ レブラミドカプセル２．５ｍｇ セルジーン 先発品 7,838.30
内用薬 4291025M1029 ボリノスタット １００ｍｇ１カプセ 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 ザーコリカプセル２００ｍｇ ファイザー 先発品 10,060.20
内用薬 4291026M2020 クリゾチニブ ２５０ｍｇ１カプセ ザーコリカプセル２５０ｍｇ ファイザー 先発品 12,362.40
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 1,967.90
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 8,914.40
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 5,574.70

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 8,142.40

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 10,715.20

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 12,657.40

内用薬 4291031F1025 エンザルタミド ４０ｍｇ１錠 イクスタンジ錠４０ｍｇ アステラス製薬 先発品 2,354.10 H30.5.30収載
内用薬 4291031F2021 エンザルタミド ８０ｍｇ１錠 イクスタンジ錠８０ｍｇ アステラス製薬 先発品 4,563.70 H30.5.30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 2,354.10 R2.3.31まで
内用薬 4291032M3021 アレクチニブ塩酸塩 １５０ｍｇ１カプセ アレセンサカプセル１５０ｍｇ 中外製薬 先発品 6,614.60
内用薬 4291033F1024 アビラテロン酢酸エステ

ル
２５０ｍｇ１錠 ザイティガ錠２５０ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 3,690.90

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

内用薬 4291034F2025 ルキソリチニブリン酸塩 １０ｍｇ１錠 ジャカビ錠１０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 7,413.60

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

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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

内用薬 4291041F1029 バンデタニブ １００ｍｇ１錠 カプレルサ錠１００ｍｇ サノフィ 先発品 7,758.50
内用薬 4291042M1022 ベキサロテン ７５ｍｇ１カプセル タルグレチンカプセル７５ｍｇ ミノファーゲン

製薬
先発品 2,797.90

内用薬 4291043M1027 イブルチニブ １４０ｍｇ１カプセ
ル

イムブルビカカプセル１４０ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 9,950.50

内用薬 4291044M1021 セリチニブ １５０ｍｇ１カプセ
ル

ジカディアカプセル１５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 6,297.00

内用薬 4291045F1027 オシメルチニブメシル酸
塩

４０ｍｇ１錠 タグリッソ錠４０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 12,482.50

内用薬 4291045F2023 オシメルチニブメシル酸
塩

８０ｍｇ１錠 タグリッソ錠８０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 23,932.60

内用薬 4291046M1020 ダブラフェニブメシル酸
塩

５０ｍｇ１カプセル タフィンラーカプセル５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 4,860.60

内用薬 4291046M2027 ダブラフェニブメシル酸
塩

７５ｍｇ１カプセル タフィンラーカプセル７５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 7,156.50

内用薬 4291047F1026 トラメチニブ　ジメチル
スルホキシド付加物

０．５ｍｇ１錠 メキニスト錠０．５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 7,731.70

内用薬 4291047F2022 トラメチニブ　ジメチル
スルホキシド付加物

２ｍｇ１錠 メキニスト錠２ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 29,021.00

内用薬 4291048F1020 ポナチニブ塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アイクルシグ錠１５ｍｇ 大塚製薬 先発品 6,314.20
内用薬 4291049M1024 イキサゾミブクエン酸エ

ステル
２．３ｍｇ１カプセ
ル

ニンラーロカプセル２．３ｍｇ 武田薬品工業 先発品 96,519.00

内用薬 4291049M2020 イキサゾミブクエン酸エ
ステル

３ｍｇ１カプセル ニンラーロカプセル３ｍｇ 武田薬品工業 先発品 123,355.60

内用薬 4291049M3027 イキサゾミブクエン酸エ
ステル

４ｍｇ１カプセル ニンラーロカプセル４ｍｇ 武田薬品工業 先発品 160,886.00

内用薬 4291050M1027 フォロデシン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ
ル

ムンデシンカプセル１００ｍｇ ムンディファー
マ

先発品 2,617.60

内用薬 4291051M1021 パルボシクリブ ２５ｍｇ１カプセル イブランスカプセル２５ｍｇ ファイザー 先発品 5,576.40
内用薬 4291051M2028 パルボシクリブ １２５ｍｇ１カプセ イブランスカプセル１２５ｍｇ ファイザー 先発品 22,560.30
内用薬 4291052F1027 オラパリブ １００ｍｇ１錠 リムパーザ錠１００ｍｇ アストラゼネカ 先発品 3,996.00 H30.4.18収載
内用薬 4291052F2023 オラパリブ １５０ｍｇ１錠 リムパーザ錠１５０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 5,932.50 H30.4.18収載
内用薬 4291053F1021 ギルテリチニブフマル酸

塩
４０ｍｇ１錠 ゾスパタ錠４０ｍｇ アステラス製薬 先発品 19,409.10 H30.11.20収載

内用薬 4291054F1026 アベマシクリブ ５０ｍｇ１錠 ベージニオ錠５０ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 3,258.70 H30.11.20収載

内用薬 4291054F2022 アベマシクリブ １００ｍｇ１錠 ベージニオ錠１００ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 5,949.20 H30.11.20収載

内用薬 4291054F3029 アベマシクリブ １５０ｍｇ１錠 ベージニオ錠１５０ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 8,460.10 H30.11.20収載

内用薬 4291055F1020 ロルラチニブ ２５ｍｇ１錠 ローブレナ錠２５ｍｇ ファイザー 先発品 7,216.40 H30.11.20収載
内用薬 4291055F2027 ロルラチニブ １００ｍｇ１錠 ローブレナ錠１００ｍｇ ファイザー 先発品 25,961.00 H30.11.20収載
内用薬 4291056F1025 ダコミチニブ水和物 １５ｍｇ１錠 ビジンプロ錠１５ｍｇ ファイザー 先発品 3,850.60 H31.2.26収載
内用薬 4291056F2021 ダコミチニブ水和物 ４５ｍｇ１錠 ビジンプロ錠４５ｍｇ ファイザー 先発品 10,748.00 H31.2.26収載
内用薬 4291057M1029 エンコラフェニブ ５０ｍｇ１カプセル ビラフトビカプセル５０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 3,180.70 H31.2.26収載
内用薬 4291058F1024 ビニメチニブ １５ｍｇ１錠 メクトビ錠１５ｍｇ 小野薬品工業 先発品 4,836.80 H31.2.26収載
内用薬 4291059F1029 アパルタミド ６０ｍｇ１錠 アーリーダ錠６０ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 2,281.90 R1.5.22収載

内用薬 4291060F1021 キザルチニブ塩酸塩 １７．７ｍｇ１錠 ヴァンフリタ錠１７．７ｍｇ 第一三共 先発品 19,694.90 R1.9.4収載
内用薬 4291060F2028 キザルチニブ塩酸塩 ２６．５ｍｇ１錠 ヴァンフリタ錠２６．５ｍｇ 第一三共 先発品 26,582.10 R1.9.4収載
内用薬 4291061M1025 エヌトレクチニブ １００ｍｇ１カプセ ロズリートレクカプセル１００ｍｇ 中外製薬 先発品 5,214.20 R1.9.4収載
内用薬 4291061M2021 エヌトレクチニブ ２００ｍｇ１カプセ ロズリートレクカプセル２００ｍｇ 中外製薬 先発品 9,889.90 R1.9.4収載
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 559.20
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 1,265.00
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

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 2,483.50

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 3,332.30

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
塩

１０ｍｇ１錠 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 興和 5.80

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％ ニプロファーマ 22.10
内用薬 4413004C1042 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジン細粒０．６％「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 6.70 H31.3.31まで

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 ○ 57.40
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 ○ 57.40

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」 武田テバファー
マ

後発品 5.60

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 R1.9.30まで
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 H31.3.31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
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
内用薬 4413004F1316 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 4413004F1324 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「わかもと」 ダイト 後発品 5.60 H30.12.14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 6.60
内用薬 4413004Q1066 メキタジン ０．０３％１ｍＬ ニポラジン小児用シロップ０．０３％ アルフレッサ

ファーマ
先発品 6.60

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 11.00
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 6.60 H31.3.31まで

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 ○ 8.00

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 6.60

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 12.10

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 武田テバファー
マ

後発品 5.60 R1.9.30まで

内用薬 4419002F1043 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

２ｍｇ１錠 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
錠２ｍｇ「武田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 5.60 H30.12.14収載

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 武田テバファー
マ

後発品 5.60 R1.9.30まで

内用薬 4419002G1120 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

６ｍｇ１錠 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
徐放錠６ｍｇ「武田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 5.60 H30.12.14収載

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 ○ 17.20

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 10.50 R2.3.31まで

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 10.50

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 10.50

内用薬 4419002Q1141 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％「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 10.50 R1.6.14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 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 7.50

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％ アルフレッサ
ファーマ

7.50

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 7.50

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

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 6.60

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 ○ 16.50

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」

武田テバファー
マ

後発品 8.70 H30.9.30まで

内用薬 4419005Q1099 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％「武田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 8.70

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 ○ 5.90 H31.3.31まで

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 H31.3.31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１０ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 5.40 R2.3.31まで

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１０ｍ
ｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 後発品 5.40

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％ 日新製薬（山
形）

先発品 8.10

内用薬 4419008B2070 クレマスチンフマル酸塩 １％１ｇ タベジール散１％ 日新製薬（山
形）

先発品 73.10

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 4419008F1431 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 タベジール錠１ｍｇ 日新製薬（山

形）
先発品 ○ 7.10

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 H30.9.30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 4419008F1482 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 クレマスチン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.00
内用薬 4419008F1490 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 クレマスチン錠１ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 5.00
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％ 日新製薬（山

形）
先発品 ○ 26.90

内用薬 4419008Q1190 クレマスチンフマル酸塩 ０．０１％１０ｍＬ クレマスチンシロップ０．０１％「日
医工」

日医工 後発品 15.30

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 8.80
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％
あゆみ製薬 後発品 8.80

内用薬 4419008R1110 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ クレマスチンドライシロップ０．１％
「日医工」

日医工 後発品 8.80

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 32.30
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 22.70 H31.3.31まで
内用薬 4420002F1109 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 レマルク錠１００ 武田テバ薬品 後発品 22.70 H31.3.31まで
内用薬 4420002F1117 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 リマチル錠１００ｍｇ あゆみ製薬 先発品 ○ 56.80
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 22.70
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 22.70
内用薬 4420002F1141 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシラミン錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 22.70 H30.6.15収載
内用薬 4420002F2059 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 リマチル錠５０ｍｇ あゆみ製薬 先発品 ○ 35.10
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 16.40
内用薬 4420002F2075 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 レマルク錠５０ 武田テバ薬品 後発品 21.20 H31.3.31まで
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 21.20 H31.3.31まで
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 16.40
内用薬 4420002F2105 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシラミン錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 21.20 H30.6.15収載
内用薬 4490001C1056 クロモグリク酸ナトリウ

ム
１０％１ｇ インタール細粒１０％ サノフィ 先発品 ○ 65.80

内用薬 4490001C1080 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１０％１ｇ クロモグリク酸Ｎａ細粒小児用１０％
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 26.30

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 ○ 23.60

内用薬 4490002C1158 トラニラスト １０％１ｇ 局 ブレクルス細粒１０％ 東和薬品 後発品 7.40 H30.9.30まで
内用薬 4490002C1166 トラニラスト １０％１ｇ 局 トラニラスト細粒１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 7.40
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 ○ 21.90

内用薬 4490002M1382 トラニラスト １００ｍｇ１カプセ
ル

局 トラニラストカプセル１００ｍｇ「タ
イヨー」

武田テバファー
マ

後発品 7.70

内用薬 4490002M1404 トラニラスト １００ｍｇ１カプセ 局 ブレクルスカプセル１００ｍｇ 東和薬品 後発品 7.70 H30.9.30まで
内用薬 4490002M1439 トラニラスト １００ｍｇ１カプセ

ル
局 トラニラストカプセル１００ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 7.70

内用薬 4490002M1455 トラニラスト １００ｍｇ１カプセ
ル

局 トラニラストカプセル１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7.70

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 ○ 23.60

内用薬 4490002R1193 トラニラスト ５％１ｇ 局 トラニラストＤＳ５％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 8.20
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 サンファーマ 先発品 ○ 25.40
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 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％ サンファーマ 先発品 ○ 17.70
内用薬 4490003Q1176 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ケトチフェンシロップ０．０２％「日

医工」
日医工 ★ 18.80

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 6.80

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％ サンファーマ 先発品 ○ 32.50
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 ○ 14.90
内用薬 4490004F1056 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ラスプジン錠０．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60 H30.9.30まで



内用薬 4490004F1080 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「タ
イヨー」

武田テバファー
マ

後発品 5.60

内用薬 4490004F1099 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 5.60

内用薬 4490004F1102 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 5.60

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

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 4490004F1129 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60

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 ○ 18.60
内用薬 4490005F1018 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド３０ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 4490005F1387 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 セルテクト錠３０ 協和キリン 先発品 ○ 25.50 H31.3.31まで
内用薬 4490005F1433 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 16.70
内用薬 4490005F1573 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 16.70
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 7.50

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 8.20
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％ 協和キリン 先発品 ○ 42.20 H31.3.31まで
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 41.30 H31.3.31まで
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 59.30 H31.3.31まで
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 21.20
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 20.10
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 ニプロＥＳ

ファーマ
先発品 ○ 73.60

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 ○ 47.00

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 武田テバファー
マ

後発品 34.80 R1.9.30まで

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 36.90

内用薬 4490011F1102 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 34.80
内用薬 4490011F1110 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「武田テ

バ」
武田テバファー
マ

後発品 34.80 H30.12.14収載

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 ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 ○ 43.00

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 ○ 25.70

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 武田テバファー
マ

後発品 17.20 R1.9.30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「マイラン」 マイラン製薬 後発品 17.20
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 17.20
内用薬 4490011F2109 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 局 ペミロラストＫ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 17.20
内用薬 4490011F2117 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 局 ペミロラストＫ錠５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー

マ
後発品 17.20 H30.12.14収載

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 ○ 46.60

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０．５％ ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 ○ 66.80

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 37.40

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 30.60 R2.3.31まで

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 ○ 57.70

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 ○ 57.00 H31.3.31まで
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 31.00
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 ○ 95.60

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 ○ 102.50 H31.3.31まで
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 49.30
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 ○ 30.80
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 26.90 H30.9.30まで
内用薬 4490013M1054 エメダスチンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル 局 エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル

１ｍｇ「トーワ」
東和薬品 後発品 26.90

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 ○ 39.60
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 32.50 H30.9.30まで
内用薬 4490013M2050 エメダスチンフマル酸塩 ２ｍｇ１カプセル 局 エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル

２ｍｇ「トーワ」
東和薬品 後発品 32.50

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 16.50
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 ○ 70.50

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 49.40
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 31.70 R2.3.31まで
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 31.70
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 31.70

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 31.70

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 31.70

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 31.70

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 25.70
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 ○ 89.50

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 35.70
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 35.70 R2.3.31まで
内用薬 4490014F2064 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アズサレオン錠２０ シオノケミカル 後発品 35.70
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 58.20
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 58.20

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 35.70

内用薬 4490014F2285 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 35.70

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 35.70

内用薬 4490014F2307 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 35.70

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 35.70

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 ○ 71.00

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 25.80

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 25.80

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 42.40

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」

武田テバファー
マ

後発品 20.30

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 ○ 32.90
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 25.50 H30.9.30まで
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５０

ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 25.50

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５０
ｍｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 25.50

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５０
ｍｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 25.50 H31.3.31まで

内用薬 4490016M1104 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５０
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 25.50

内用薬 4490016M2020 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセ アイピーディカプセル１００ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 38.00
内用薬 4490016M2046 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセ トシラートカプセル１００ｍｇ 東和薬品 後発品 25.40 H30.9.30まで
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１０
０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 25.40

内用薬 4490016M2089 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセ
ル

スプラタストトシル酸塩カプセル１０
０ｍｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 25.40

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１０
０ｍｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 25.40 H31.3.31まで

内用薬 4490016M2100 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１０
０ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 25.40

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 46.90
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「ＥＫ」 小林化工 後発品 25.40
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「Ａ

ＦＰ」
アルフレッサ
ファーマ

後発品 23.70

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「Ｔ
ＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 25.40



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「Ｃ
ＥＯ」

セオリアファー
マ

後発品 25.40

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 23.70

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 45.90
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 45.90

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」

武田テバ薬品 後発品 45.90

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 45.90

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 45.90

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 ○ 49.00

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１１２．５ｍ
ｇ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 25.40

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１１２．５ｍ
ｇ「科研」

シオノケミカル 後発品 25.40

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１１２．５ｍ
ｇ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 25.40

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１１２．５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 23.70

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１１２．５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 25.40

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１１２．５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 23.70

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１１２．５ｍ
ｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 25.40

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 45.90

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 ○ 64.60
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１０％

「ＡＦＰ」
アルフレッサ
ファーマ

後発品 32.00

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１０％
「ＤＫ」

大興製薬 後発品 35.40

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 35.40
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１０％

「ＮＰ」
ニプロ 後発品 35.40

内用薬 4490017R1106 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 35.40 H31.3.31まで
内用薬 4490017R1114 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 35.40
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 35.40

内用薬 4490017R1130 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 35.40
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１０％

「タイヨー」
武田テバファー
マ

後発品 35.40

内用薬 4490017R1157 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「タカタ」 高田製薬 後発品 35.40
内用薬 4490017R1165 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 35.40
内用薬 4490017R1173 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「日医工」 日医工 後発品 35.40
内用薬 4490017R1181 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 35.40
内用薬 4490017R1203 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％

「ＪＧ」
日本ジェネリッ
ク

後発品 35.40

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１０％
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 35.40

内用薬 4490018D1022 セラトロダスト １０％１ｇ ブロニカ顆粒１０％ 武田テバ薬品 先発品 313.50
内用薬 4490018F1023 セラトロダスト ４０ｍｇ１錠 ブロニカ錠４０ 武田テバ薬品 先発品 156.80
内用薬 4490018F2020 セラトロダスト ８０ｍｇ１錠 ブロニカ錠８０ 武田テバ薬品 先発品 246.30
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 ○ 63.20
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 25.90
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 25.90 H31.3.31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 25.90

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 35.40
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 35.40
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 35.40
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 35.40
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 35.40
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 35.40
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 35.40
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 35.40
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 25.90
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 25.90
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 ○ 83.00
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 35.70
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 35.70 H31.3.31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 46.40

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 35.70
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 46.40
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 46.40
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 46.40
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 46.40
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 46.40
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 46.40
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 46.40
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 35.70
内用薬 4490019F2172 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 35.70
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 ○ 63.20
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 35.40 H31.3.31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 35.40
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 25.90
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 35.40
内用薬 4490019F3098 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 35.40
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 35.40
内用薬 4490019F3110 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 35.40 R2.3.31まで

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 35.40
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 35.40
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 35.40

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 35.40
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 25.90
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 25.90

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 ○ 83.00
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 46.40 H31.3.31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 35.70
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 35.70
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 46.40
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 46.40

内用薬 4490019F4108 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 46.40
内用薬 4490019F4116 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 46.40 R2.3.31まで

内用薬 4490019F4124 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 46.40
内用薬 4490019F4132 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 46.40
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 46.40

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 46.40
内用薬 4490019F4167 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 35.70
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 35.70

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 13.90
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 ○ 60.50

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「ＫＴＢ」 寿製薬 後発品 24.30
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「ＭＮＰ」 日新製薬（山

形）
後発品 24.30

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「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 32.40
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 24.30
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 32.40
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「サワイ」 沢井製薬 後発品 32.40
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「タカタ」 高田製薬 後発品 32.40
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「タナベ」 ニプロＥＳ

ファーマ
後発品 32.40

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「トーワ」 東和薬品 後発品 24.30



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「日医工」 日医工 後発品 32.40
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「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 24.30
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 24.30

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 18.10
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 ○ 78.00

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 33.30

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 33.30

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 33.30

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「ＹＤ」 陽進堂 後発品 33.30
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 33.30

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「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 33.30
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「科研」 ダイト 後発品 44.30
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 44.30

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 44.30

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」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 44.30

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 33.30

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 33.30

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 33.30

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 33.30
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 33.30

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 32.40

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 44.30

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１．２５％ ユーシービー
ジャパン

先発品 ○ 215.20

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 121.40

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 121.40

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 ○ 84.20
内用薬 4490021F1033 ラマトロバン ５０ｍｇ１錠 ラマトロバン錠５０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 42.10 H30.12.14収載
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 ○ 107.10
内用薬 4490021F2030 ラマトロバン ７５ｍｇ１錠 ラマトロバン錠７５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 53.60 H30.12.14収載
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 ○ 34.60
内用薬 4490022F1046 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「タ

ナベ」
ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 17.40

内用薬 4490022F1054 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 17.40 H30.6.15収載

内用薬 4490022F1062 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 17.40 H30.6.15収載

内用薬 4490022F1070 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 17.40 H30.6.15収載

内用薬 4490022F1089 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 17.40 H30.6.15収載

内用薬 4490022F1097 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 17.40 H30.6.15収載

内用薬 4490022F1100 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 17.40 H30.6.15収載

内用薬 4490022F1119 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 17.40 H30.6.15収載

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 ○ 41.40
内用薬 4490022F2042 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ

「タナベ」
ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 20.70

内用薬 4490022F2050 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ
「ＤＫ」

大興製薬 後発品 20.70 H30.6.15収載

内用薬 4490022F2069 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 20.70 H30.6.15収載

内用薬 4490022F2077 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 20.70 H30.6.15収載

内用薬 4490022F2085 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 20.70 H30.6.15収載

内用薬 4490022F2093 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 20.70 H30.6.15収載

内用薬 4490022F2107 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 20.70 H30.6.15収載

内用薬 4490022F2115 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 20.70 H30.6.15収載

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 ○ 34.60
内用薬 4490022F3030 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ

「タナベ」
ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 17.40

内用薬 4490022F3049 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 17.40 H30.6.15収載

内用薬 4490022F3057 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 17.40 H30.6.15収載

内用薬 4490022F3065 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 17.40 H30.6.15収載

内用薬 4490022F3073 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 17.40 H30.6.15収載

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 ○ 41.40
内用薬 4490022F4037 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍ

ｇ「タナベ」
ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 20.70

内用薬 4490022F4045 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍ
ｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 20.70 H30.6.15収載

内用薬 4490022F4053 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 20.70 H30.6.15収載

内用薬 4490022F4061 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 20.70 H30.6.15収載

内用薬 4490022F4070 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 20.70 H30.6.15収載

内用薬 4490023F1016 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６０ｍｇ錠 後発品 12.20

内用薬 4490023F1024 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 局 アレグラ錠６０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 57.40

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６０ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド 後発品 23.20

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６０ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 23.20

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６０ｍｇ
「ＦＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 23.20

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６０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 23.20

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６０ｍｇ
「ＳＡＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 30.00

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６０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 30.00

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６０ｍｇ
「ＴＯＡ」

東亜薬品 後発品 30.00

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６０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 23.20

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６０ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 30.00

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６０ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 23.20

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６０ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 23.20

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６０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 23.20

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６０ｍｇ
「三和」

日本薬品工業 後発品 23.20

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６０ｍｇ
「ダイト」

ダイト 後発品 30.00

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６０ｍｇ
「テバ」

武田テバ薬品 後発品 23.20 R2.3.31まで

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６０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 23.20

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６０ｍｇ
「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 23.20

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６０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 23.20



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６０ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 23.20

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６０ｍｇ
「モチダ」

ニプロファーマ 後発品 23.20

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６０ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファー
マ

後発品 23.20

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６０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 23.20

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６０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 23.20

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６０ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 23.20

内用薬 4490023F1300 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６０ｍｇ
「ＢＭＤ」

ビオメディクス 後発品 23.20

内用薬 4490023F2012 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３０ｍｇ錠 後発品 9.90

内用薬 4490023F2020 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 局 アレグラ錠３０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 45.40

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３０ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド 後発品 18.40

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３０ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 後発品 18.40

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３０ｍｇ
「ＦＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 18.40

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３０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 18.40

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３０ｍｇ
「ＳＡＮＩＫ」

日医工サノフィ 後発品 23.40

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３０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 23.40

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３０ｍｇ
「ＴＯＡ」

東亜薬品 後発品 18.40

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３０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 18.40

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３０ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 23.40

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３０ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 23.40

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３０ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 18.40

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３０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 18.40

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３０ｍｇ
「三和」

日本薬品工業 後発品 18.40

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３０ｍｇ
「ダイト」

ダイト 後発品 23.40

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３０ｍｇ
「テバ」

武田テバ薬品 後発品 23.40 R2.3.31まで

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３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 18.40

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３０ｍｇ
「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 18.40

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３０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 18.40

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３０ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 18.40

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３０ｍｇ
「モチダ」

ニプロファーマ 後発品 18.40

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３０ｍｇ
「ＣＥＯ」

セオリアファー
マ

後発品 18.40

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３０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 18.40

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３０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 18.40

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３０ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 18.40

内用薬 4490023F2306 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３０ｍｇ
「ＢＭＤ」

ビオメディクス 後発品 23.40

内用薬 4490023F3027 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 アレグラＯＤ錠６０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 57.40

内用薬 4490023F3035 フェキソフェナジン塩酸
塩

６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０
ｍｇ「ＦＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 23.20

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６０
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 23.20

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６０
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 23.20

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６０
ｍｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 23.20

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６０
ｍｇ「ＣＥＯ」

セオリアファー
マ

後発品 23.20

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６０
ｍｇ「ＥＥ」

エルメッド 後発品 23.20

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６０
ｍｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 23.20

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６０
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 23.20

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６０
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 23.20

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３０
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 18.40

内用薬 4490023F4031 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 18.40

内用薬 4490023F4040 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０
ｍｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 18.40

内用薬 4490023F4058 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０
ｍｇ「ＣＥＯ」

セオリアファー
マ

後発品 18.40

内用薬 4490023F4066 フェキソフェナジン塩酸
塩

３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 18.40

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３０
ｍｇ「ＥＥ」

エルメッド 後発品 18.40

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３０
ｍｇ「ＫＮ」

小林化工 後発品 18.40

内用薬 4490023R1020 フェキソフェナジン塩酸
塩

６％１ｇ フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％
「トーワ」

東和薬品 後発品 59.00

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 59.00

内用薬 4490023R2027 フェキソフェナジン塩酸
塩

５％１ｇ アレグラドライシロップ５％ サノフィ 先発品 ○ 113.40

内用薬 4490023R2035 フェキソフェナジン塩酸
塩

５％１ｇ フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ５％
「トーワ」

東和薬品 後発品 49.20 H30.12.14収載

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％ 協和キリン 先発品 ○ 61.10
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 32.20

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％「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 27.20

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 協和キリン 先発品 ○ 35.90
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「Ａ

Ａ」
ダイト 後発品 13.30

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「Ｂ
ＭＤ」

ビオメディクス 後発品 13.30

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「Ｅ
Ｅ」

エルメッド 後発品 13.30

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「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 13.30

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「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 13.30

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「Ｎ
ＳＫＫ」

シオノケミカル 後発品 13.30

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「Ｔ
ＯＡ」

東亜薬品 後発品 13.30

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「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 13.30

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「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 13.30

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 18.60

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 13.30

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 13.30

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 18.60

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 13.30 H31.3.31まで



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 13.30

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 13.30

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 13.30

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」

武田テバ薬品 後発品 13.30 R2.3.31まで

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 13.30

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 13.30

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 13.30

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 13.30 R2.3.31まで

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 13.30

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 13.30

内用薬 4490025F1309 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「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 後発品 13.30

内用薬 4490025F1317 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「Ｔ
ＳＵ」

鶴原製薬 後発品 13.30

内用薬 4490025F2011 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩５ｍｇ錠（１） 後発品 9.90 H30.6.15品名
変更

内用薬 4490025F2020 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アレロック錠５ 協和キリン 先発品 ○ 45.60
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「ＡＡ」 ダイト 後発品 16.90
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 16.90

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「ＥＥ」 エルメッド 後発品 16.90
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「ＪＧ」 日本ジェネリッ

ク
後発品 16.90

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「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 16.90

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「ＮＳＫ
Ｋ」

シオノケミカル 後発品 16.90

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 16.90

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「ＹＤ」 陽進堂 後発品 16.90
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「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 16.90
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 16.90

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 24.20

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 16.90

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 16.90

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 16.90 H31.3.31まで

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 16.90

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 16.90

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 16.90

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「テバ」 武田テバ薬品 後発品 16.90 R2.3.31まで
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 16.90

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 16.90

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 16.90

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「マヤ」 摩耶堂製薬 後発品 24.20 R2.3.31まで
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　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 16.90

内用薬 4490025F2305 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 後発品 16.90

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 協和キリン 先発品 ○ 35.90
内用薬 4490025F3034 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ

「ＭＥＥＫ」
小林化工 後発品 13.30

内用薬 4490025F3042 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「イワキ」

岩城製薬 後発品 13.30

内用薬 4490025F3050 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 13.30

内用薬 4490025F3069 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「テバ」

武田テバ薬品 後発品 13.30

内用薬 4490025F3077 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 13.30

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 18.60

内用薬 4490025F3093 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「ＡＡ」

ダイト 後発品 13.30

内用薬 4490025F3107 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 13.30

内用薬 4490025F3115 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 13.30

内用薬 4490025F3123 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 13.30

内用薬 4490025F3131 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 13.30

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２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 13.30

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２．５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 13.30

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２．５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 13.30

内用薬 4490025F3174 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「フェルゼン」

フェルゼン
ファーマ

後発品 13.30 H30.6.15収載

内用薬 4490025F4014 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩５ｍｇ錠（２） 後発品 9.90 H30.6.15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 協和キリン 先発品 ○ 45.60
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「Ｍ

ＥＥＫ」
小林化工 後発品 16.90

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 16.90

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 16.90

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」

武田テバ薬品 後発品 16.90

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 16.90

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５ｍ
ｇ「マルホ」

救急薬品工業 後発品 24.20

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「Ａ
Ａ」

ダイト 後発品 16.90

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 16.90

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 16.90

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 16.90

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 16.90

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 16.90

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 16.90

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「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 16.90

内用薬 4490025R1020 オロパタジン塩酸塩 １％１ｇ オロパタジン塩酸塩ドライシロップ
１％「日本臓器」

日本臓器製薬 後発品 69.00 H30.12.14収載

内用薬 4490026C1013 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 モンテルカストナトリウム４ｍｇ細粒 後発品 41.20

内用薬 4490026C1021 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 キプレス細粒４ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 175.00

内用薬 4490026C1030 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 シングレア細粒４ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 176.50

内用薬 4490026C1048 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 60.10



内用薬 4490026C1056 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 60.10

内用薬 4490026C1064 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 60.10

内用薬 4490026C1072 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 局 モンテルカスト細粒４ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 60.10

内用薬 4490026C1080 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 60.10

内用薬 4490026C1099 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 60.10

内用薬 4490026C1110 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ゼリア」 日本薬品工業 後発品 60.10

内用薬 4490026C1129 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 60.10

内用薬 4490026C1137 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 60.10

内用薬 4490026C1153 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 局 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 60.10

内用薬 4490026C1161 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 60.10

内用薬 4490026C1188 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 60.10

内用薬 4490026C1200 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 局 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 60.10

内用薬 4490026C1218 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 60.10

内用薬 4490026F1010 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム５ｍｇ錠
（３）

後発品 40.00

内用薬 4490026F1044 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 キプレスチュアブル錠５ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 171.50

内用薬 4490026F1052 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 シングレアチュアブル錠５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 173.40

内用薬 4490026F1060 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＡＡ」

浜理薬品工業 後発品 58.30

内用薬 4490026F1079 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 58.30

内用薬 4490026F1087 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド 後発品 58.30

内用薬 4490026F1095 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 58.30

内用薬 4490026F1117 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 58.30

内用薬 4490026F1125 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 58.30

内用薬 4490026F1133 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 58.30

内用薬 4490026F1150 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 58.30

内用薬 4490026F1168 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「科研」

ダイト 後発品 58.30

内用薬 4490026F1176 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 58.30

内用薬 4490026F1184 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 58.30

内用薬 4490026F1206 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「三和」

三和化学研究所 後発品 58.30

内用薬 4490026F1214 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ゼリア」

日本薬品工業 後発品 58.30

内用薬 4490026F1222 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 58.30

内用薬 4490026F1230 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファー
マ

後発品 58.30

内用薬 4490026F1257 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 58.30

内用薬 4490026F1281 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 58.30

内用薬 4490026F1290 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「明治」

日新製薬（山
形）

後発品 58.30

内用薬 4490026F2016 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム１０ｍｇ錠
（１）

後発品 42.50

内用薬 4490026F2040 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 キプレス錠１０ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 182.20

内用薬 4490026F2059 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 シングレア錠１０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 184.80

内用薬 4490026F2067 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 83.50

内用薬 4490026F2075 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＡＡ」 浜理薬品工業 後発品 83.50

内用薬 4490026F2083 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファー
マ

後発品 83.50

内用薬 4490026F2148 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 83.50

内用薬 4490026F2156 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 83.50

内用薬 4490026F2180 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 83.50

内用薬 4490026F2199 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 83.50

内用薬 4490026F2202 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 83.50

内用薬 4490026F2237 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ゼリア」 日本薬品工業 後発品 83.50

内用薬 4490026F2253 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 83.50

内用薬 4490026F2270 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 83.50

内用薬 4490026F2296 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 83.50

内用薬 4490026F2300 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ニッ
トー」

東亜薬品 後発品 83.50

内用薬 4490026F2326 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 83.50

内用薬 4490026F2334 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 83.50

内用薬 4490026F2350 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 局 モンテルカストナトリウム錠１０ｍｇ
「日本臓器」

日本臓器製薬 後発品 83.50

内用薬 4490026F3012 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム５ｍｇ錠
（１）

後発品 32.90

内用薬 4490026F3020 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 キプレス錠５ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 140.90

内用薬 4490026F3039 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 シングレア錠５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 140.30

内用薬 4490026F3047 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＫＭ」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 62.90

内用薬 4490026F3055 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＡＡ」 浜理薬品工業 後発品 62.90

内用薬 4490026F3063 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファー
マ

後発品 62.90

内用薬 4490026F3071 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 後発品 62.90

内用薬 4490026F3080 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エス
ファ

後発品 62.90

内用薬 4490026F3128 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 62.90

内用薬 4490026F3136 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 62.90

内用薬 4490026F3160 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 62.90

内用薬 4490026F3179 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 62.90

内用薬 4490026F3209 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 62.90

内用薬 4490026F3217 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ゼリア」 日本薬品工業 後発品 62.90

内用薬 4490026F3233 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファー
マ

後発品 62.90

内用薬 4490026F3250 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 62.90

内用薬 4490026F3284 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ニットー」 東亜薬品 後発品 62.90

内用薬 4490026F3306 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 62.90

内用薬 4490026F3314 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 62.90

内用薬 4490026F3330 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカストナトリウム錠５ｍｇ
「日本臓器」

日本臓器製薬 後発品 62.90



内用薬 4490026F3349 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 62.90

内用薬 4490026F4019 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム１０ｍｇ錠
（２）

後発品 42.50

内用薬 4490026F4027 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 キプレスＯＤ錠１０ｍｇ 杏林製薬 先発品 ○ 182.20

内用薬 4490026F4035 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 シングレアＯＤ錠１０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 184.80

内用薬 4490026F4078 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファー
マ

後発品 83.50

内用薬 4490026F4086 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 83.50

内用薬 4490026F4094 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 83.50

内用薬 4490026F4108 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 83.50

内用薬 4490026F5015 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム５ｍｇ錠
（２）

後発品 32.90

内用薬 4490026F5023 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 62.90

内用薬 4490026F5040 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 62.90

内用薬 4490026F5058 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 62.90

内用薬 4490026F5066 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 62.90

内用薬 4490026F5074 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 62.90

内用薬 4490026F5082 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 62.90

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 ○ 77.60
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 32.70
内用薬 4490027F1049 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 32.70
内用薬 4490027F1057 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 32.70

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 32.70

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 32.70
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 32.70
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 32.70
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 39.50
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 32.70
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 39.50
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 32.70
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 32.70
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 32.70

内用薬 4490027F1189 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 32.70
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 32.70
内用薬 4490027F2010 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン１０ｍｇ錠 後発品 20.90
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 ○ 77.60
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 32.70
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 後発品 32.70
内用薬 4490027F2061 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファー

マ
後発品 32.70

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 32.70

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 32.70
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 32.70
内用薬 4490027F2100 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 32.70
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 32.70

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 39.50

内用薬 4490027F2142 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 32.70
内用薬 4490027F2169 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 32.70
内用薬 4490027F2177 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 32.70
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 32.70

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 32.70

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 32.70

内用薬 4490027F2231 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 32.70

内用薬 4490027F2240 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 後発品 32.70
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 32.70
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 ○ 164.90
内用薬 4490027R1037 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンドライシロップ１％「Ｎ

Ｐ」
ニプロ 後発品 71.60

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 71.60
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 71.60
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 71.60

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 71.60
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 87.80

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 16.30

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２００ＪＡ
Ｕ／ｍＬボトル

鳥居薬品 先発品 547.40

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２，０００
ＪＡＵ／ｍＬボトル

鳥居薬品 先発品 1,308.60

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２，０００
ＪＡＵ／ｍＬパック

鳥居薬品 先発品 131.00

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 63.90

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 190.30

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３，３００Ｊ
ＡＵ

鳥居薬品 先発品 62.70

内用薬 4490031F2025 ダニアレルゲンエキス １０，０００ＪＡＵ
１錠

ミティキュアダニ舌下錠１０，０００
ＪＡＵ

鳥居薬品 先発品 189.40

内用薬 4490032F1023 デスロラタジン ５ｍｇ１錠 デザレックス錠５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 65.50
内用薬 4490033F1028 ビラスチン ２０ｍｇ１錠 ビラノア錠２０ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 75.60
内用薬 4490034F1022 ルパタジンフマル酸塩 １０ｍｇ１錠 ルパフィン錠１０ｍｇ 帝國製薬 先発品 67.50
内用薬 4490035F1027 スギ花粉エキス ２，０００ＪＡＵ１

錠
シダキュアスギ花粉舌下錠２，０００
ＪＡＵ

鳥居薬品 先発品 57.70 H30.4.18収載

内用薬 4490035F2023 スギ花粉エキス ５，０００ＪＡＵ１
錠

シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００
ＪＡＵ

鳥居薬品 先発品 144.10 H30.4.18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 59.70

内用薬 5100001X1016 アキョウ １０ｇ アキョウ 141.00
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 17.10
内用薬 5100006X1027 イレイセン １０ｇ 局 ウチダのイレイセンＭ ウチダ和漢薬 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 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 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 48.50
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 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 25.00
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 25.00
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 15.50
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 17.00
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 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 33.00
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 12.70
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 59.00
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 14.00
内用薬 5100055X1012 ケイガイ １０ｇ 局 ケイガイ 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 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 R2.3.31まで
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 H31.3.31まで
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 5100063X1106 コウジン １ｇ 局 テイコク紅参（調剤用） 帝國漢方製薬 12.90
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 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 11.30
内用薬 5100064A1051 コウジン １ｇ コウジン末鈴 鈴粉末薬品 14.40
内用薬 5100064A1167 コウジン １ｇ 正官庄コウジン末 大木製薬 32.30
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 33.70
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 10.80
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 10.80
内用薬 5100064A1272 コウジン １ｇ 薬師印のコウジン末 薬師製薬 13.20
内用薬 5100064A1280 コウジン １ｇ テイコク紅参末 帝國漢方製薬 16.60
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 12.40
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 18.80
内用薬 5100070X1017 ゴシュユ １０ｇ 局 ゴシュユ 33.30
内用薬 5100071X1011 ゴボウシ １０ｇ 局 ゴボウシ 19.20
内用薬 5100072X1016 ゴミシ １０ｇ 局 ゴミシ 123.00
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 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 18.60
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 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 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 21.40
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 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 32.00
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 130.10
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 37.70
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 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 12.50
内用薬 5100107X1011 シンイ １０ｇ 局 シンイ 51.60
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 5100107X1038 シンイ １０ｇ 局 トチモトのシンイ 栃本天海堂 56.60
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 5100107X1062 シンイ １０ｇ 局 マツウラのシンイ（調剤用） 高砂薬業 56.60
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 9.30
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 28.00
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 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 24.90
内用薬 5100121A1019 ダイオウ １０ｇ 局 ダイオウ末 24.10
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 24.30
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 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 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 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 23.20
内用薬 5100133A1046 テンマ １ｇ 高砂テンマ末Ｍ 高砂薬業 25.70
内用薬 5100133A1054 テンマ １ｇ 花扇テンマ末Ｋ 小西製薬 25.00
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 48.60
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 50.40
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 44.60
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 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 5100166X1043 ブシ １０ｇ 局 花扇加工ブシＫ 小西製薬 89.90 R1.6.14収載
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 33.00
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
内用薬 5100174X1013 モッカ １０ｇ モッカ 19.60
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 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 33.20
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 34.40
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 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 7.50
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 7.30
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 8.20
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 12.70
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 7.30
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 7.90
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 16.60
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 8.10
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 8.50
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 15.30
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 8.40

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 8.80
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 26.10

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 10.80
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 22.60
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 7.00
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 14.50

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 14.00
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 11.20
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 15.60
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 6.50
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 6.50
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

7.30

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 11.00

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 28.00
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 36.40
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 43.70
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 32.80
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 13.70
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 18.60
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 22.00

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 18.60
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 13.70
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 14.60
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

10.20

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 14.50

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 7.10
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 大杉製薬 5.80
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 15.30
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 11.40
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 17.90

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 17.90
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 11.40



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

11.90

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 15.60
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 6.70
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 6.40
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 6.40
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 6.60
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 9.80

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 8.20
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 6.90
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 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 6.70
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 8.40
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 7.60
内用薬 5200013F1027 葛根湯エキス １錠 オースギ葛根湯エキスＴ錠 大杉製薬 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 9.00
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 6.80

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 10.10

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 8.80

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 7.30

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

7.50

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 10.40

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 19.40
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 25.10
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 11.80
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 26.90

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 6.50
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 13.20
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 12.50
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 21.70

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 14.30
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 19.00
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 11.40
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

13.90

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 13.30
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 16.50

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 7.50
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 7.80
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 9.90
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 6.50
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 大杉製薬 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 7.50

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 8.30
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 21.00

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 20.40
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 9.20

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 8.40

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 11.30
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 11.00

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 14.90
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 8.40
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 19.20

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 7.40
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 8.30
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 6.70
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 9.10
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 10.80
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 10.30
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粒 東洋薬行 8.90
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 6.40
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 8.00

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 8.00
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 8.80
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 7.80

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 8.80

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 6.60
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 6.60
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 10.10

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 8.70
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粒 小太郎漢方製薬 7.20
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粒 クラシエ製薬 8.10
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 8.50

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粒 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 6.40
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 13.50
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 13.30

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 7.20
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 11.70
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 15.30

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 8.40
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 9.80



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 10.80
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 6.50
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 8.60

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 7.20
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 10.10

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 9.40
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 20.80
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 21.00
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 10.30
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 7.20
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 7.20
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 6.70
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 9.00
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 9.20
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 11.50

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（医療用） ツムラ 10.50
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 13.10
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 11.40
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 12.30
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 20.90

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 12.30
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 13.60
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
10.70

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 14.10
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 7.00
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 11.70
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 29.60
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 34.20
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 33.50
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粒 小太郎漢方製薬 17.00
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 23.60

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粒 クラシエ製薬 22.50
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 15.20
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粒 太虎精堂製薬 18.40
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 21.00

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粒 帝國漢方製薬 9.50
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－Ｍ 本草製薬 8.90
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粒 松浦薬業 15.50
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 7.70
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 21.70
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 16.40
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 31.10

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 21.70
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 15.50
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 24.70

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 10.00
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 16.90
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 8.20
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 18.30
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 11.00
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 19.20

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 8.50
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 8.90
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 12.70
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 21.20

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 11.30
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 30.90
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 34.80
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 48.60
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 46.20
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 9.00
内用薬 5200056D1032 酸棗仁湯エキス １ｇ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 11.10
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 10.00
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 13.30
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 23.70
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

22.40

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 15.20
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 13.40

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 6.40
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 16.00
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 27.80
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 7.50

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 10.90

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 15.60

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 17.20
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 21.00
内用薬 5200062D1020 四君子湯エキス １ｇ ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 18.90
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 7.50
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 8.10
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 6.90
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 8.80

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 8.10
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 6.50

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 9.10
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 8.30
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 9.80
内用薬 5200066D1036 炙甘草湯エキス １ｇ ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 18.10
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 6.90



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 11.40

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 9.50
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 8.10
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 7.00

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 7.60
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 13.00
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 7.10
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 11.80
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 19.10

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 11.80
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 15.00
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 8.00
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 19.00

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 7.80
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 7.80
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 13.70
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 13.70
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 13.70
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 13.40
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

10.80

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 11.30
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 14.60

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 6.40
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 8.60
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 5.80
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 8.90
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 8.70
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（医療用） ツムラ 7.10
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 22.80
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 21.30
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 39.00

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 19.00
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 32.20
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 20.30
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
20.80

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 26.00
内用薬 5200073D1117 小柴胡湯エキス １ｇ ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 29.90
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 14.50
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 12.10
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 17.70
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 大杉製薬 8.90
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 12.20
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 38.20

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 11.90
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 10.60
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 18.50
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 9.70
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（医療用） ツムラ 13.30
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 6.90
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 6.90
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 大杉製薬 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 6.40
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 12.90
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 12.90
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 10.80

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 6.90
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 20.20
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 7.40
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 8.10
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 12.50
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 11.30
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 8.60
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 12.70
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 7.20
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 16.00

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 11.30
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 12.90
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 15.50
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 16.80
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 15.50
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 14.40
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 15.20
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 9.00
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 7.80
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 12.00
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 8.80
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 9.80
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 12.80

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 22.10

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 22.90

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 19.60

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 10.50
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ＴＧ 大杉製薬 6.40
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 8.10

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 9.80

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 10.20
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 大杉製薬 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 7.10
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 8.00

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（医療用） ツムラ 9.00
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 14.70
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 30.60

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 22.10
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 23.40



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 15.90
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
15.90

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 18.90
内用薬 5200093D1092 大柴胡湯エキス １ｇ ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 22.70
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 8.20
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 9.70
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 12.20
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 大杉製薬 7.50
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 7.90
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 16.50
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 16.30
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 7.50
内用薬 5200095D1024 大承気湯エキス １ｇ ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用） 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 15.90
内用薬 5200096D1029 大防風湯エキス １ｇ ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 12.70
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 29.20

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 8.40

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 7.80

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 14.60
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 8.70
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 9.00
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 13.70
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 13.70
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 15.00
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 12.00
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
11.20

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 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 14.10
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 7.80
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 6.40
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 9.20
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 23.40

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 8.90
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 8.20
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 9.90

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 8.90
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 9.50
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

6.70

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 8.50

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 31.70
内用薬 5200108D1023 当帰飲子エキス １ｇ ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用） ツムラ 12.80
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 8.90

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 7.30

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 8.00

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 10.70

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 7.10
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 11.40

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 7.10
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 10.30
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 6.40
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 9.10

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 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 大杉製薬 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 12.10
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 11.60
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 10.00
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 22.40
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 13.00
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 17.40
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 11.80
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 12.00
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 14.20
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 10.00
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 11.20
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 23.20
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 9.70
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 20.60

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 8.20

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 7.50
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 20.10

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

12.30

内用薬 5200119D1030 麦門冬湯エキス １ｇ ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 17.10
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 10.20
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 12.30
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 10.70
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 10.50
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 7.00
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 10.10

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 大杉製薬 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 9.90
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 12.70
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 13.90

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 9.90
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 9.30
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 18.30



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 11.70
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 9.60

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 大杉製薬 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 17.10
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 20.20
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 24.30

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 23.10
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 21.30
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 15.90
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

17.70

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 16.00
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 22.90

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 8.40
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 9.10
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 16.00
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 6.80
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 14.10
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 16.90
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 22.00
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 23.80

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 9.40
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 26.20
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 18.10

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 9.10
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 12.80
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 18.80
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 14.60
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 19.20

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 6.70
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 7.50
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 7.00
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 10.60

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 7.50
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

7.70

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 6.50
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 9.90

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 6.70
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 7.30
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 6.80
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

7.20

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 8.50

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 11.30
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 15.00
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 24.80

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 18.00
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 21.30
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 10.30
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

16.50

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 14.80
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 23.40

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 11.50
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 10.10
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 10.20

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 7.90
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 10.20

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 9.00
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 7.70
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 26.90
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 18.80

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 22.70

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 8.40
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 8.90

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 7.50
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 6.50

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 8.60
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 8.40
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 11.20
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 7.90
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 10.20
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 8.90

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 8.70
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 8.40
内用薬 5200136D1033 麻子仁丸エキス １ｇ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） ツムラ 6.70
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 14.40
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（医療用） ツムラ 13.40
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 9.90

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 7.10
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 8.80
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 大杉製薬 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 9.60

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 6.70
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 大杉製薬 8.10



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 11.00
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粒 小太郎漢方製薬 9.70
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粒 大峰堂薬品工業 13.80
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 14.90

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 11.00
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 18.60
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 19.50
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 13.50
内用薬 5200141D1034 六君子湯エキス １ｇ ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 18.70
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 8.50
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 8.20
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 12.90
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 7.40
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 7.60
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 7.40

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 7.60
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 11.10

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粒 小太郎漢方製薬 16.80
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 20.30

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 10.00
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 13.80
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 8.50

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 8.30
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 11.00
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 11.00

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 7.30
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 7.60
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 大杉製薬 7.10
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 6.90

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 9.40
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 7.90
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 8.50
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 9.30

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 8.60
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 23.10
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 10.40
内用薬 5900001A1025 ブシ末 １ｇ 局 花扇加工ブシ末Ｋ 小西製薬 11.30
内用薬 5900001A1033 ブシ末 １ｇ 局 本草加工ブシ末 本草製薬 9.80
内用薬 5900001A1041 ブシ末 １ｇ 局 オースギ加工ブシ末 高砂薬業 10.40
内用薬 5900001F1022 ブシ末 １６６．６７ｍｇ１ 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 11.80
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 11.40
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 16.10
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 5.80
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 11.50
内用薬 5900004A1053 ブシ末 １ｇ 局 ブシ末（調剤用）「ツムラ」 ツムラ 12.30
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 25.20

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
内用薬 6112001M2038 クリンダマイシン塩酸塩 １５０ｍｇ１カプセ 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 21.60

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 ○ 2,536.60

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 1,113.10

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」

武田テバファー
マ

後発品 1,113.10

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 1,113.10

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「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 1,113.10

内用薬 6119001F1025 フィダキソマイシン ２００ｍｇ１錠 ダフクリア錠２００ｍｇ アステラス製薬 先発品 3,943.80 H30.8.29収載
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　Ｓ
ｅｉｋａ　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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

7.20

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 43.10

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 42.30

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 58.40

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 85.20

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 277.90

内用薬 6129001M1020 セフチブテン水和物 １００ｍｇ１カプセ セフテムカプセル１００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 95.50
内用薬 6129001M2027 セフチブテン水和物 ２００ｍｇ１カプセ セフテムカプセル２００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 172.20
内用薬 6131001C1201 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ アモリン細粒１０％ 武田テバ薬品 後発品 7.50
内用薬 6131001C1210 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ サワシリン細粒１０％ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 10.90
内用薬 6131001C1228 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ パセトシン細粒１０％ アスペンジャパ

ン
先発品 ○ 11.10

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％「タツミ」 辰巳化学 後発品 7.50
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　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 7.50

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％「タツミ」 辰巳化学 後発品 12.70
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　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 12.70

内用薬 6131001F2026 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１錠 サワシリン錠２５０ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 11.50
内用薬 6131001F2042 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１錠 パセトシン錠２５０ アスペンジャパ

ン
先発品 ○ 9.60

内用薬 6131001M1029 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセ 局 アモリンカプセル１２５ 武田テバ薬品 後発品 9.90
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 アスペンジャパ

ン
先発品 9.90

内用薬 6131001M1088 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセ 局 サワシリンカプセル１２５ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 11.20
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 9.90

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 後発品 9.90

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」

日医工ファーマ 後発品 9.90

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 後発品 9.90

内用薬 6131001M2157 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセ 局 アモリンカプセル２５０ 武田テバ薬品 ★ 16.40
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 局 サワシリンカプセル２５０ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 11.30
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 アスペンジャパ

ン
先発品 ○ 9.90

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」

日医工ファーマ 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　Ｓ
ｅｉｋａ　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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

12.50

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 55.00

内用薬 6131008F1030 スルタミシリントシル酸
塩水和物

３７５ｍｇ１錠 局 ユナシン錠３７５ｍｇ ファイザー 先発品 53.20

内用薬 6132002E1034 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 局 Ｌ－ケフレックス小児用顆粒 共和薬品工業 先発品 70.10
内用薬 6132002E2022 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 局 Ｌ－キサール顆粒５００ 東和薬品 79.40 H30.9.30まで
内用薬 6132002E2030 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 局 Ｌ－ケフレックス顆粒 共和薬品工業 先発品 79.40
内用薬 6132002E2162 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 局 セファレキシン顆粒５００ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
長生堂製薬 79.40

内用薬 6132002E2170 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 局 セファレキシン複合顆粒５００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 79.40

内用薬 6132002F1080 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 ラリキシン錠２５０ｍｇ 富士フイルム富
山化学

30.90

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 30.90
内用薬 6132002M1012 セファレキシン １２５ｍｇ１カプセ セファレキシン１２５ｍｇカプセル 27.20
内用薬 6132002M2019 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセ セファレキシン２５０ｍｇカプセル 30.10
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 30.90

内用薬 6132002M2183 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセ 局 ケフレックスカプセル２５０ｍｇ 共和薬品工業 先発品 30.90
内用薬 6132002R1010 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ セファレキシン１００ｍｇシロップ用 23.30
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 共和薬品工業 先発品 23.80
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％
富士フイルム富
山化学

23.80

内用薬 6132002R2016 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ セファレキシン２００ｍｇシロップ用 36.30
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 共和薬品工業 先発品 37.40
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％
富士フイルム富
山化学

37.40

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 18.70

内用薬 6132005C1010 セファクロル １００ｍｇ１ｇ セファクロル１００ｍｇ細粒 8.70
内用薬 6132005C1053 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 ケフラール細粒小児用１００ｍｇ 共和薬品工業 先発品 43.50
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 43.50

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 43.50

内用薬 6132005C2017 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ セファクロル２００ｍｇ細粒 19.40
内用薬 6132005E1020 セファクロル ３７５ｍｇ１包 局 Ｌ－ケフラール顆粒 共和薬品工業 先発品 103.50
内用薬 6132005M1016 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセ セファクロル２５０ｍｇカプセル 48.00
内用薬 6132005M1059 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセ 局 ケフラールカプセル２５０ｍｇ 共和薬品工業 先発品 53.70
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「Ｔ

ＣＫ」
辰巳化学 53.70

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 53.70

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「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 53.70

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 53.70

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 ○ 63.70
内用薬 6132008C1049 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セフィーナ細粒５０ 武田テバファー

マ
後発品 62.00

内用薬 6132008C2029 セフィキシム １００ｍｇ１ｇ セフィーナ細粒１００ 武田テバファー
マ

後発品 56.80

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 局 セフスパンカプセル１００ｍｇ 長生堂製薬 先発品 68.30
内用薬 6132009C1019 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ セフテラム　ピボキシル１００ｍｇ細

粒
54.10

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％ 富士フイルム富
山化学

先発品 93.00 H31.3.31まで

内用薬 6132009C2023 セフテラム　ピボキシル ２００ｍｇ１ｇ 局 トミロン細粒小児用２０％ 富士フイルム富
山化学

先発品 186.00

内用薬 6132009F1023 セフテラム　ピボキシル ５０ｍｇ１錠 局 トミロン錠５０ 富士フイルム富
山化学

先発品 31.20

内用薬 6132009F2020 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１錠 局 トミロン錠１００ 富士フイルム富
山化学

先発品 38.80

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１００
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 35.10 R2.3.31まで

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１００
ｍｇ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 35.10 R2.3.31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 ○ 67.00

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１００
ｍｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 35.10

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１００
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 35.10

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１００
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 35.10

内用薬 6132011R1078 セフポドキシム　プロキ
セチル

５０ｍｇ１ｇ 局 バナンドライシロップ５％ 第一三共 先発品 ○ 63.10

内用薬 6132011R1086 セフポドキシム　プロキ
セチル

５０ｍｇ１ｇ 局 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 34.10

内用薬 6132013C1031 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフゾン細粒小児用１０％ ＬＴＬファーマ 先発品 ○ 96.00
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」
武田テバファー
マ

後発品 58.50 H31.3.31まで

内用薬 6132013C1066 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 58.50
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 58.50

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 58.50

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

武田テバ薬品 後発品 58.50

内用薬 6132013C1147 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 後発品 41.80
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 58.50

内用薬 6132013C1163 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「トー
ワ」

東和薬品 後発品 58.50

内用薬 6132013F1011 セフジニル ５０ｍｇ１錠 セフジニル５０ｍｇ錠 30.10
内用薬 6132013F2018 セフジニル １００ｍｇ１錠 セフジニル１００ｍｇ錠 31.90
内用薬 6132013M1010 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル セフジニル５０ｍｇカプセル 30.10
内用薬 6132013M1029 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフゾンカプセル５０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 51.10
内用薬 6132013M1142 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 51.10

内用薬 6132013M2017 セフジニル １００ｍｇ１カプセ セフジニル１００ｍｇカプセル 31.90
内用薬 6132013M2025 セフジニル １００ｍｇ１カプセ 局 セフゾンカプセル１００ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 58.60
内用薬 6132013M2165 セフジニル １００ｍｇ１カプセ

ル
局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 58.60

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１
０％「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 73.70

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１
０％「ＥＭＥＣ」

メディサ新薬 後発品 101.10

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１
０％「サワイ」

沢井製薬 後発品 101.10

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１
０％「トーワ」

東和薬品 後発品 101.10

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」

日医工ファーマ 後発品 101.10

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 ○ 170.00

内用薬 6132015C1111 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１
０％「ＯＫ」

大蔵製薬 後発品 73.70 H30.6.15収載

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 ○ 46.40

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１００ｍｇ
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 32.20

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１００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 32.20

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１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 32.20

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１００ｍｇ
「日医工」

日医工ファーマ 後発品 32.20



内用薬 6132015F1088 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１００ｍｇ
「ＯＫ」

大蔵製薬 後発品 32.20

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 ○ 148.60

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 96.50

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 96.50 H31.3.31まで

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 96.50

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 96.50

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 96.50

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」

日医工ファーマ 後発品 96.50

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 96.50

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 96.50

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 ○ 44.40

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７５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 28.50

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７５ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 28.50

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７５ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 28.50

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７５ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 28.50

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７５ｍ
ｇ「トーワ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 28.50

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７５ｍ
ｇ「日医工」

日医工ファーマ 後発品 28.50

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７５ｍ
ｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 28.50

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 ○ 46.10

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１００
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 28.00

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１００
ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 28.00

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１００
ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 28.00

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１００
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 28.00

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１００
ｍｇ「トーワ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 28.00

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１００
ｍｇ「日医工」

日医工ファーマ 後発品 28.00

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１００
ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 28.00

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　Ｓ
ｅｉｋａ　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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 62.90

内用薬 6135001M1010 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２５０ｍｇ
カプセル

37.90

内用薬 6135001M2016 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５００ｍｇ
カプセル

57.30

内用薬 6135001R1025 ホスホマイシンカルシウ
ム水和物

２００ｍｇ１ｇ 局 ホスミシンドライシロップ２００ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　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４００ｍｇ
シロップ用

78.30

内用薬 6135001R2110 ホスホマイシンカルシウ
ム水和物

４００ｍｇ１ｇ 局 ホスミシンドライシロップ４００ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　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 58.70

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 59.40

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１０％ マルホ 先発品 126.50

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 594.70

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）
１ｇ

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 219.40

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 23.20

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 12.70

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Ｗ２０％ マイランＥＰＤ 21.60

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 8.10

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 14.00

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 アスペンジャパ
ン

先発品 17.70

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 アスペンジャパ
ン

先発品 30.10

内用薬 6145001F1033 ジョサマイシン ５０ｍｇ１錠 局 ジョサマイシン錠５０ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 9.90
内用薬 6145001F2048 ジョサマイシン ２００ｍｇ１錠 局 ジョサマイシン錠２００ｍｇ ＬＴＬファーマ 先発品 18.80
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％ ＬＴＬファーマ 先発品 6.60

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％ ＬＴＬファーマ 先発品 18.50

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 ○ 57.70
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 22.20

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 22.20

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「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 22.20

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 22.20

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」

日医工ファーマ 後発品 22.20

内用薬 6149002F1193 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 34.10

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 ○ 47.00
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 ○ 44.40
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 19.10

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 24.80

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 24.80

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「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 19.10

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 19.10

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」

武田テバファー
マ

後発品 19.10

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５０ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 24.80

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 19.10

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 24.80 R1.9.30まで
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 24.80

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「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 24.80

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 19.10



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 19.10

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 19.10

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５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 19.10

内用薬 6149003F1228 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５０ｍｇ
「科研」

シオノケミカル 後発品 24.80 H30.12.14収載

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 ○ 69.40
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 ○ 67.90
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「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 28.10

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「Ｅ
ＭＥＣ」

メディサ新薬 後発品 36.60

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「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 36.60

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「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 後発品 36.60

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 28.10

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 28.10

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 28.10

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」

武田テバファー
マ

後発品 28.10

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 36.60

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 28.10

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 36.60 R1.9.30まで
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 36.60

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 28.10

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」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 28.10

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「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 28.10

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 28.10

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 36.60

内用薬 6149003F2240 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「科
研」

シオノケミカル 後発品 36.60 H30.12.14収載

内用薬 6149003F2259 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「フェルゼン」

フェルゼン
ファーマ

後発品 28.10 H30.12.14収載

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 45.30

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 33.50

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１０％
「タカタ」

高田製薬 後発品 45.30

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 33.50

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

小林化工 後発品 45.30

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１０％
小児用

マイランＥＰＤ 先発品 ○ 75.80

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％小児用 大正製薬 先発品 ○ 73.70
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１

０％小児用「タイヨー」
武田テバファー
マ

後発品 45.30

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 45.30 R1.9.30まで

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１
０％小児用「マイラン」

マイラン製薬 後発品 33.50

内用薬 6149003R1216 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％
「トーワ」

東和薬品 後発品 45.30

内用薬 6149003R1224 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％
「科研」

シオノケミカル 後発品 45.30 H30.12.14収載

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 ○ 253.90
内用薬 6149004C1048 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％

「ＪＧ」
長生堂製薬 後発品 131.20

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 113.60

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 131.20

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 113.60

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 113.60

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 131.20

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 131.20

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 ○ 229.60
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「ＤＳ

ＥＰ」
全星薬品工業 後発品 92.10

内用薬 6149004F1044 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 92.10
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 92.10

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 92.10

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「ＫＯ
Ｇ」

興和 後発品 92.10

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 92.10

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 92.10

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 117.00

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 92.10

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 92.10

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 92.10

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 92.10

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」

武田テバ薬品 後発品 92.10

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 92.10

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 92.10

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 92.10

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「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 117.00

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「ＣＨ
Ｍ」

ケミックス 後発品 92.10

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 644.90
内用薬 6149004F3020 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１錠 アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ

「タカタ」
高田製薬 後発品 80.10

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 206.20

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 206.20

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１００ｍ
ｇ

ファイザー 先発品 ○ 172.70

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１０
０ｍｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 96.60

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１０
０ｍｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 96.60

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１０
０ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 96.60

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１０
０ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 96.60

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 2,020.00

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 アルフレッサ
ファーマ

9.10

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 アルフレッサ
ファーマ

24.30

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 8.10
内用薬 6152002M2020 テトラサイクリン塩酸塩 ２５０ｍｇ１カプセ アクロマイシンＶカプセル２５０ｍｇ ポーラファルマ 12.70



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 18.40

内用薬 6152004F1074 ドキシサイクリン塩酸塩
水和物

５０ｍｇ１錠 局 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 局 ビブラマイシン錠１００ｍｇ ファイザー 先発品 21.60

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 19.60

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 ○ 20.30
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 13.50

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 13.50

内用薬 6152005F1117 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「日
医工」

日医工ファーマ 後発品 13.50

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 24.90

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 24.90

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 ○ 20.40
内用薬 6152005M2074 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ ミノマイシンカプセル１００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 43.10
内用薬 6152005M2090 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセ

ル
ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００
ｍｇ「日医工」

日医工ファーマ 後発品 24.90

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　Ｓ
ｅｉｋａ　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 14.70

内用薬 6164001M1216 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセ 局 リファジンカプセル１５０ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 26.40
内用薬 6169001M1026 リファブチン １５０ｍｇ１カプセ 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　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 36.90 H31.3.31まで

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 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／ｍ

Ｌ
ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

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 53.60
内用薬 6179001F1023 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ブイフェンド錠５０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 858.20
内用薬 6179001F1031 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 368.60

内用薬 6179001F1040 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 368.60

内用薬 6179001F1058 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 368.60
内用薬 6179001F1066 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 368.60
内用薬 6179001F1074 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 368.60 R2.3.31まで

内用薬 6179001F1082 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 441.00
内用薬 6179001F1090 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 368.60
内用薬 6179001F1104 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「武田テ

バ」
武田テバファー
マ

後発品 368.60 R1.6.14収載

内用薬 6179001F2020 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ブイフェンド錠２００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 2,670.30
内用薬 6179001F2038 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エス
ファ

後発品 1,185.20

内用薬 6179001F2046 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 1,185.20

内用薬 6179001F2054 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 1,185.20

内用薬 6179001F2062 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 1,185.20

内用薬 6179001F2070 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 1,185.20 R2.3.31まで

内用薬 6179001F2089 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,185.20

内用薬 6179001F2097 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 1,185.20

内用薬 6179001F2100 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 1,185.20 R1.6.14収載

内用薬 6179001F3026 ボリコナゾール １００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 669.00

内用薬 6179001F3034 ボリコナゾール １００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠１００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 669.00

内用薬 6179001R1020 ボリコナゾール ４０ｍｇ１ｍＬ（懸
濁後の内用液とし

ブイフェンドドライシロップ２８００
ｍｇ

ファイザー 先発品 1,240.70

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 24.30

内用薬 6199001F1026 リファキシミン ２００ｍｇ１錠 リフキシマ錠２００ｍｇ あすか製薬 先発品 201.60
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 561.60 H31.3.31まで

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 720.30 H31.3.31まで

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 445.30 H31.3.31まで

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 460.00

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 611.90

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 373.70

内用薬 6199104X1023 ボノプラザンフマル酸
塩・アモキシシリン水和
物・クラリスロマイシン

１シート ボノサップパック４００ 武田薬品工業 先発品 689.20

内用薬 6199104X2020 ボノプラザンフマル酸
塩・アモキシシリン水和
物・クラリスロマイシン

１シート ボノサップパック８００ 武田薬品工業 先発品 830.00

内用薬 6199105X1028 ボノプラザンフマル酸
塩・アモキシシリン水和
物・メトロニダゾール

１シート ボノピオンパック 武田薬品工業 先発品 615.70

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 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 ○ 18.10
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５００ｍｇ

「タイヨー」
武田テバファー
マ

後発品 8.60

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

大興製薬 後発品 8.60

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５００ｍｇ
「日医工」

日医工ファーマ 後発品 13.40

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 ○ 55.50
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５００

ｍｇ「日医工」
日医工ファーマ 後発品 22.20

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５００
ｍｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 22.20

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５００
ｍｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 22.20

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５００
ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 22.20

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 ○ 33.30
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２５０

ｍｇ「日医工」
日医工ファーマ 後発品 14.00

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２５０
ｍｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 14.00

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２５０
ｍｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 14.00

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２５０
ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 14.00

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（０．２５ｇ） 田辺三菱製薬 16.30 H31.3.31まで

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 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 アルフレッサ

ファーマ
15.70



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 アルフレッサ
ファーマ

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 6,119.10
内用薬 6222007F1023 ベダキリンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 サチュロ錠１００ｍｇ ヤンセンファー

マ
先発品 21,872.50 H30.4.18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　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

143.40

内用薬 6225001F1010 エタンブトール塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 エタンブトール塩酸塩１２５ｍｇ錠 8.70
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 6225001F2016 エタンブトール塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 エタンブトール塩酸塩２５０ｍｇ錠 17.20
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 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 229.40
内用薬 6241002F1018 ピペミド酸水和物 ２５０ｍｇ１錠 ピペミド酸２５０ｍｇ錠 後発品 6.70
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 ○ 26.10
内用薬 6241005F1011 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン１００ｍｇ錠 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 6241005F1267 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン錠１００ｍｇ「ツル

ハラ」
鶴原製薬 40.20

内用薬 6241005F1275 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン錠１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 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 6.40
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 6241005F2301 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン錠２００ｍｇ「ツル

ハラ」
鶴原製薬 63.00

内用薬 6241005F2310 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 ノルフロキサシン錠２００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 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 22.00
内用薬 6241006F1121 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 タリビッド錠１００ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
先発品 81.30

内用薬 6241008F1015 シプロフロキサシン塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン塩酸塩１００ｍｇ
錠

後発品 10.80

内用薬 6241008F1023 シプロフロキサシン塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 シプロキサン錠１００ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 44.20

内用薬 6241008F1112 シプロフロキサシン塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 20.30

内用薬 6241008F1139 シプロフロキサシン塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 26.70

内用薬 6241008F1147 シプロフロキサシン塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｓ
Ｗ」

沢井製薬 後発品 20.30

内用薬 6241008F1155 シプロフロキサシン塩酸
塩

１００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 20.30 H31.3.31まで

内用薬 6241008F2011 シプロフロキサシン塩酸
塩

２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン塩酸塩２００ｍｇ
錠

後発品 12.90

内用薬 6241008F2020 シプロフロキサシン塩酸
塩

２００ｍｇ１錠 シプロキサン錠２００ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 62.80

内用薬 6241008F2143 シプロフロキサシン塩酸
塩

２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 28.10

内用薬 6241008F2160 シプロフロキサシン塩酸
塩

２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 28.10

内用薬 6241008F2178 シプロフロキサシン塩酸
塩

２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「Ｓ
Ｗ」

沢井製薬 後発品 28.10

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 102.70
内用薬 6241009M1027 塩酸ロメフロキサシン １００ｍｇ１カプセ バレオンカプセル１００ｍｇ マイランＥＰＤ 先発品 60.20
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％ 富士フイルム富

山化学
先発品 ○ 451.60

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 196.80

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 196.80

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 196.80

内用薬 6241010C1067 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％「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 196.80

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 富士フイルム富
山化学

先発品 ○ 62.00

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 ○ 81.40

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７５ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 33.50

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７５ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 33.50

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７５ｍ
ｇ「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 33.50 H31.3.31まで

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７５ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 33.50

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７５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 33.50

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７５ｍ
ｇ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 33.50

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７５ｍ
ｇ「タナベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 33.50

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７５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 33.50

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 富士フイルム富
山化学

先発品 ○ 73.10

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 ○ 102.70

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１５０
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 36.30

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１５０
ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 36.30

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１５０
ｍｇ「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 36.30 H31.3.31まで

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１５０
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 36.30

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１５０
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 36.30

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１５０
ｍｇ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 36.30

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１５０
ｍｇ「タナベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 36.30

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１５０
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 36.30

内用薬 6241010F3023 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

６０ｍｇ１錠 局 オゼックス錠小児用６０ｍｇ 富士フイルム富
山化学

先発品 138.00 H30.6.15収載

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

局 クラビット細粒１０％ 第一三共 先発品 ○ 99.90

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

局 レボフロキサシン細粒１０％「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 51.20

内用薬 6241013F2012 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンとし

レボフロキサシン２５０ｍｇ錠 後発品 56.60

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

局 クラビット錠２５０ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 217.50

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファー
マ

後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「科
研」

シオノケミカル 後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ケミ
ファ」

大興製薬 後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「サト
ウ」

佐藤製薬 後発品 77.10

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

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 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 77.10



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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 77.10

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

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 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 77.10

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 77.10

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

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 77.10

内用薬 6241013F3019 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンとし

レボフロキサシン５００ｍｇ錠 後発品 97.00

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

局 クラビット錠５００ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 381.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファー
マ

後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「科
研」

シオノケミカル 後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ケミ
ファ」

大興製薬 後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「サト
ウ」

佐藤製薬 後発品 135.60

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

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 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「日医
工Ｐ」

ヤクハン製薬 後発品 135.60

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

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 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 135.60

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 135.60

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

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 135.60

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

レボフロキサシンＯＤ錠２５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 77.10

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

レボフロキサシンＯＤ錠５００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 135.60

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

レボフロキサシン粒状錠２５０ｍｇ
「モチダ」

持田製薬販売 後発品 77.10

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

レボフロキサシン粒状錠５００ｍｇ
「モチダ」

持田製薬販売 後発品 135.60

内用薬 6241013S2029 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１０ｍＬ
１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 154.40

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　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 84.70

内用薬 6241016F1028 モキシフロキサシン塩酸
塩

４００ｍｇ１錠 アベロックス錠４００ｍｇ バイエル薬品 先発品 468.10

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 富士フイルム富
山化学

先発品 214.80

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 476.80
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 ○ 169.30
内用薬 6241018F1035 シタフロキサシン水和物 ５０ｍｇ１錠 シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 85.90

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 ○ 10,400.70
内用薬 6249002F1032 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 6,169.60

内用薬 6249002F1040 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 リネゾリド錠６００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6,169.60
内用薬 6249003F1029 テジゾリドリン酸エステ

ル
２００ｍｇ１錠 シベクトロ錠２００ｍｇ バイエル薬品 先発品 20,801.40 H30.5.22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 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 ○ 200.00

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 109.40
内用薬 6250002D1148 アシクロビル ４０％１ｇ 局 アシクロビル顆粒４０％「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・

オー新薬
後発品 63.50

内用薬 6250002D1156 アシクロビル ４０％１ｇ 局 アシクロビル顆粒４０％「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 63.50 H31.3.31まで

内用薬 6250002D1164 アシクロビル ４０％１ｇ 局 アシクロビル顆粒４０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 63.50
内用薬 6250002D1172 アシクロビル ４０％１ｇ 局 アシクロビル顆粒４０％「テバ」 武田テバ薬品 後発品 63.50
内用薬 6250002D1180 アシクロビル ４０％１ｇ 局 アシクロビル顆粒４０％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 63.50
内用薬 6250002D1199 アシクロビル ４０％１ｇ 局 アシクロビル顆粒４０％「トーワ」 東和薬品 後発品 63.50
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 109.40
内用薬 6250002D1210 アシクロビル ４０％１ｇ 局 アシクロビル顆粒４０％「日医工」 日医工 後発品 63.50
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 ○ 101.50

内用薬 6250002F1114 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 局 ビクロックス錠２００ 小林化工 後発品 35.80
内用薬 6250002F1238 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 35.80
内用薬 6250002F1246 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠２００ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 35.80
内用薬 6250002F1254 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠２００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 35.80
内用薬 6250002F1262 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 35.80
内用薬 6250002F1270 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 35.80 H31.3.31まで
内用薬 6250002F1289 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠２００ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 35.80

内用薬 6250002F1297 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 35.80
内用薬 6250002F2013 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル４００ｍｇ錠 後発品 49.40
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 ○ 165.50

内用薬 6250002F2234 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠４００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 56.10
内用薬 6250002F2242 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠４００ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 後発品 56.10
内用薬 6250002F2269 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 56.10
内用薬 6250002F2277 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠４００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 56.10 H31.3.31まで
内用薬 6250002F2285 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠４００ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 後発品 56.10

内用薬 6250002F2293 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 局 アシクロビル錠４００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 56.10
内用薬 6250002Q1034 アシクロビル ２００ｍｇ１包 アシクロビル内服ゼリー２００ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 159.60

内用薬 6250002Q2030 アシクロビル ８００ｍｇ１包 アシクロビル内服ゼリー８００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 480.10

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 27.70
内用薬 6250002Q3045 アシクロビル ８％１ｍＬ 局 アシクロビルシロップ８％「タカタ」 高田製薬 後発品 27.70
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 191.30
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 191.30
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　スク
イブ

先発品 948.20 H31.3.31まで

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　スク
イブ

先発品 1,393.40 H31.3.31まで

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 801.80



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 1,571.10

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　スク
イブ

先発品 390.80 H31.3.31まで

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　スク
イブ

先発品 391.80 H31.3.31まで

内用薬 6250011F1024 リトナビル １００ｍｇ１錠 ノービア錠１００ｍｇ アッヴィ 先発品 102.20
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 107.70 H31.3.31まで
内用薬 6250012F1037 ネルフィナビルメシル酸

塩
２５０ｍｇ１錠 ビラセプト錠２５０ｍｇ 日本たばこ産業 先発品 135.50

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 787.20

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 821.00

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 1,526.80
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 535.20
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 ○ 391.10

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 194.60

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 203.90

内用薬 6250019D1054 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「日医工」 日医工 後発品 203.90
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　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 203.90

内用薬 6250019D1070 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「アスペ
ン」

アスペンジャパ
ン

後発品 203.90

内用薬 6250019F1020 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バルトレックス錠５００ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 ○ 375.70

内用薬 6250019F1039 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファー
マ

後発品 155.40

内用薬 6250019F1047 バラシクロビル塩酸塩水
和物

５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 155.40

内用薬 6250019F1055 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 155.40

内用薬 6250019F1063 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 後発品 155.40
内用薬 6250019F1071 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 194.40
内用薬 6250019F1080 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＦＦ

Ｐ」
共創未来ファー
マ

後発品 155.40

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

後発品 155.40

内用薬 6250019F1110 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 155.40

内用薬 6250019F1128 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 155.40
内用薬 6250019F1136 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 194.40
内用薬 6250019F1144 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 194.40

内用薬 6250019F1152 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 155.40
内用薬 6250019F1160 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 155.40

内用薬 6250019F1179 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 155.40

内用薬 6250019F1187 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 194.40

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 194.40

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

後発品 155.40

内用薬 6250019F1217 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 155.40

内用薬 6250019F1225 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サト
ウ」

佐藤製薬 後発品 155.40

内用薬 6250019F1233 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 155.40

内用薬 6250019F1241 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 155.40
内用薬 6250019F1250 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 194.40

内用薬 6250019F1268 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 155.40

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 155.40

内用薬 6250019F1284 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 155.40

内用薬 6250019F1292 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓
器」

東洋カプセル 後発品 194.40

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

ファイザー 後発品 155.40

内用薬 6250019F1314 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 155.40

内用薬 6250019F1322 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「わかも
と」

わかもと製薬 後発品 155.40

内用薬 6250019F1330 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペ
ン」

アスペンジャパ
ン

後発品 155.40

内用薬 6250019F1349 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 後発品 155.40

内用薬 6250019F1357 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＣＨ
Ｍ」

ケミックス 後発品 155.40

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 155.40

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 501.30

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 ○ 272.00
内用薬 6250021M1035 オセルタミビルリン酸塩 ７５ｍｇ１カプセル オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 136.00 H30.6.15収載

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 ○ 200.20
内用薬 6250021R1032 オセルタミビルリン酸塩 ３％１ｇ オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 沢井製薬 後発品 100.10 H30.6.15収載
内用薬 6250022F1022 リバビリン ２００ｍｇ１錠 コペガス錠２００ｍｇ 中外製薬 先発品 746.10
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 345.60

内用薬 6250022M1021 リバビリン ２００ｍｇ１カプセ 局 レベトールカプセル２００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 524.20
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　スク
イブ

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　スク
イブ

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 953.00

内用薬 6250025F1026 バルガンシクロビル塩酸
塩

４５０ｍｇ１錠 バリキサ錠４５０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 3,016.70

内用薬 6250025R1022 バルガンシクロビル塩酸
塩

５０ｍｇ１ｍＬ（懸
濁後の内用液とし

バリキサドライシロップ５０００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 605.70 H30.11.28収載

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 1,228.90

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 793.90

内用薬 6250028M1029 エムトリシタビン ２００ｍｇ１カプセ エムトリバカプセル２００ｍｇ 日本たばこ産業 先発品 1,659.80
内用薬 6250029F1016 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル０．５ｍｇ錠 後発品 221.40
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　スク
イブ

先発品 ○ 849.00

内用薬 6250029F1040 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 280.70

内用薬 6250029F1067 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリッ
ク

後発品 280.70

内用薬 6250029F1075 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 280.70
内用薬 6250029F1105 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 280.70
内用薬 6250029F1113 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「武田テ

バ」
武田テバファー
マ

後発品 280.70

内用薬 6250029F1121 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 280.70
内用薬 6250029F2020 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 280.70

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 1,890.90

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

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 ○ 394.10



内用薬 6250031F1030 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 198.90

内用薬 6250031F1048 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

ダイト 後発品 198.90

内用薬 6250031F1056 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 198.90

内用薬 6250031F1064 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

コーアバイオ
テックベイ

後発品 198.90

内用薬 6250031F1072 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「共創
未来」

共創未来ファー
マ

後発品 198.90

内用薬 6250031F1080 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 198.90

内用薬 6250031F1099 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 198.90

内用薬 6250031F1102 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 198.90

内用薬 6250031F1110 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 198.90

内用薬 6250031F1129 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 198.90

内用薬 6250031F1137 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「日本
臓器」

小財家興産 後発品 198.90 H30.6.15収載

内用薬 6250031F2028 ファムシクロビル ５００ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 274.90

内用薬 6250031F2036 ファムシクロビル ５００ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠５００ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 後発品 274.90

内用薬 6250031F2044 ファムシクロビル ５００ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠５００ｍｇ「日本
臓器」

小財家興産 後発品 274.90 H30.6.15収載

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 6250032F2022 ラルテグラビルカリウム ６００ｍｇ１錠 アイセントレス錠６００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 1,553.60 H30.5.22収載
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 2,334.50

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 13,005.30 H31.3.31まで

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 3,248.50

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　スク
イブ

先発品 2,847.40

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　スク
イブ

先発品 7,902.90

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 42,238.00

内用薬 6250043F1024 グラゾプレビル水和物 ５０ｍｇ１錠 グラジナ錠５０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 9,281.90
内用薬 6250044F1029 エルバスビル ５０ｍｇ１錠 エレルサ錠５０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 25,982.50
内用薬 6250045F1023 テノホビル　アラフェナ

ミドフマル酸塩
２５ｍｇ１錠 ベムリディ錠２５ｍｇ ギリアド・サイ

エンシズ
先発品 973.70

内用薬 6250046F1028 アメナメビル ２００ｍｇ１錠 アメナリーフ錠２００ｍｇ マルホ 先発品 1,437.10
内用薬 6250047F1022 バロキサビル　マルボキ

シル
１０ｍｇ１錠 ゾフルーザ錠１０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 1,507.50

内用薬 6250047F2029 バロキサビル　マルボキ
シル

２０ｍｇ１錠 ゾフルーザ錠２０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 2,394.50

内用薬 6250048F1027 レテルモビル ２４０ｍｇ１錠 プレバイミス錠２４０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 14,379.20 H30.5.22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 1,518.30

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 322.10
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 147.40
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 3,961.80

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
マル酸塩

１錠 コムプレラ配合錠 ヤンセンファー
マ

先発品 5,815.90

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 6,972.30

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 54,685.90

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 22,201.10 H31.3.31まで

内用薬 6250109F1025 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　ア
ラフェナミドフマル酸塩

１錠 ゲンボイヤ配合錠 日本たばこ産業 先発品 6,942.10

内用薬 6250110F1028 ダルナビル　エタノール
付加物・コビシスタット

１錠 プレジコビックス配合錠 ヤンセンファー
マ

先発品 2,002.80

内用薬 6250111F1022 エムトリシタビン・テノ
ホビル　アラフェナミド
フマル酸塩

１錠 デシコビ配合錠ＬＴ 日本たばこ産業 先発品 2,748.20

内用薬 6250111F2029 エムトリシタビン・テノ
ホビル　アラフェナミド
フマル酸塩

１錠 デシコビ配合錠ＨＴ 日本たばこ産業 先発品 3,934.30

内用薬 6250112F1027 ダクラタスビル塩酸塩・
アスナプレビル・ベクラ
ブビル塩酸塩

１錠 ジメンシー配合錠 ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 11,265.60 R2.3.31まで

内用薬 6250113F1021 グレカプレビル水和物・
ピブレンタスビル

１錠 マヴィレット配合錠 アッヴィ 先発品 18,135.20 H31.2.1適用

内用薬 6250114F1026 リルピビリン塩酸塩・エ
ムトリシタビン・テノホ
ビル　アラフェナミドフ
マル酸塩

１錠 オデフシィ配合錠 ヤンセンファー
マ

先発品 6,043.00 H30.8.29収載

内用薬 6250115F1020 ドルテグラビルナトリウ
ム・リルピビリン塩酸塩

１錠 ジャルカ配合錠 ヴィーブヘルス
ケア

先発品 5,350.90 H30.12.12収載

内用薬 6250116F1025 ソホスブビル・ベルパタ
スビル

１錠 エプクルーサ配合錠 ギリアド・サイ
エンシズ

先発品 60,154.50 H31.2.26収載

内用薬 6250117F1020 ビクテグラビルナトリウ
ム・エムトリシタビン・
テノホビル　アラフェナ
ミドフマル酸塩

１錠 ビクタルビ配合錠 ギリアド・サイ
エンシズ

先発品 6,972.30 H31.4.3収載

内用薬 6250118F1024 ダルナビル　エタノール
付加物・コビシスタッ
ト・エムトリシタビン・
テノホビル　アラフェナ
ミドフマル酸塩

１錠 シムツーザ配合錠 ヤンセンファー
マ

先発品 4,751.00 R1.7.3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 230.30
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 ○ 474.10
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 295.00

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 171.60

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 171.60

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「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリッ
ク

後発品 171.60

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 295.00

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 171.60

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 295.00

内用薬 6290002M2026 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセ 局 ジフルカンカプセル１００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 758.80
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 306.80

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 306.80

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 306.80

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 306.80

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 306.80



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 306.80

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 306.80

内用薬 6290002R1027 フルコナゾール １０ｍｇ１ｍＬ（懸
濁後の内用液とし

ジフルカンドライシロップ３５０ｍｇ ファイザー 先発品 110.90

内用薬 6290002R2023 フルコナゾール ４０ｍｇ１ｍＬ（懸
濁後の内用液とし

ジフルカンドライシロップ１４００ｍ
ｇ

ファイザー 先発品 453.70

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 96.40
内用薬 6290004F1020 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 130.50
内用薬 6290004F1062 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」 科研製薬 後発品 130.50
内用薬 6290004F1070 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 130.50

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 243.20

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 243.20

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 546.50

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 ○ 315.60

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 130.50

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 ○ 100.90

内用薬 6290004S1036 イトラコナゾール １％１ｍＬ イトラコナゾール内用液１％「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 39.90 H30.6.15収載

内用薬 6290005F1024 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 ラミシール錠１２５ｍｇ サンファーマ 先発品 ○ 167.70
内用薬 6290005F1040 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テビーナ錠１２５ｍｇ 岩城製薬 後発品 98.70 R2.3.31まで
内用薬 6290005F1067 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビー錠１２５ｍｇ ダイト 後発品 61.00
内用薬 6290005F1075 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 61.00
内用薬 6290005F1083 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 61.00
内用薬 6290005F1091 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 61.00
内用薬 6290005F1105 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 61.00
内用薬 6290005F1113 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 98.70
内用薬 6290005F1121 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 61.00
内用薬 6290005F1130 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サン

ド」
サンド 後発品 61.00

内用薬 6290005F1148 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 61.00

内用薬 6290005F1180 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルミシール錠１２５ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 61.00 H31.3.31まで
内用薬 6290005F1199 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 ネドリール錠１２５ｍｇ 高田製薬 後発品 98.70
内用薬 6290005F1253 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タナ

ベ」
ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 61.00

内用薬 6290005F1261 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 後発品 61.00

内用薬 6290005F1270 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 98.70

内用薬 6290005F1288 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 61.00

内用薬 6290005F1296 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 61.00

内用薬 6290005F1300 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 98.70

内用薬 6290005F1318 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン塩酸塩錠１２５ｍｇ
「フェルゼン」

フェルゼン
ファーマ

後発品 61.00 H30.6.15収載

内用薬 6290005F1326 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 98.70 R1.6.14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 6290007M1022 ホスラブコナゾール　Ｌ
－リシンエタノール付加
物

１００ｍｇ１カプセ
ル

ネイリンカプセル１００ｍｇ 佐藤製薬 先発品 804.60 H30.5.22収載

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

71.70

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 シオノギファー
マ

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 太陽ファルマ 先発品 77.40

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

19.30

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 シオノギファー
マ

先発品 67.90

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 129.20
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 6419001F1048 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 チニダゾール錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 46.00
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 122.70
内用薬 6419002F1131 メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 局 フラジール内服錠２５０ｍｇ シオノギファー

マ
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 783.70
内用薬 6419004M1024 パロモマイシン硫酸塩 ２５０ｍｇ１カプセ アメパロモカプセル２５０ｍｇ ファイザー 先発品 444.20
内用薬 6419005F1020 プリマキンリン酸塩 １５ｍｇ１錠 プリマキン錠１５ｍｇ「サノフィ」 サノフィ 先発品 2,211.80
内用薬 6419006F1024 スピラマイシン １５０万国際単位１

錠
スピラマイシン錠１５０万単位「サノ
フィ」

サノフィ 先発品 224.60 H30.8.29収載

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 6419101F2026 アトバコン・プログアニ
ル塩酸塩

１錠 マラロン小児用配合錠 グラクソ・スミ
スクライン

先発品 161.50

内用薬 6419102F1024 アルテメテル・ルメファ
ントリン

１錠 リアメット配合錠 ノバルティス
ファーマ

先発品 242.30

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１００

ｍｇ
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 382.50

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 678.80
内用薬 7111001X1019 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物 15.90
内用薬 7111001X1086 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物「ケンエー」 健栄製薬 18.60
内用薬 7111001X1094 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖水和物（小堺） 小堺製薬 18.20
内用薬 7111001X1108 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（三恵） 三恵薬品 18.20
内用薬 7111001X1183 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（日興製薬） 日興製薬 19.10
内用薬 7111001X1191 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖「ホエイ」 マイラン製薬 18.60
内用薬 7111001X1248 乳糖水和物 １０ｇ 局 ※ 乳糖（山善） 山善製薬 19.10
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 18.60
内用薬 7111001X1310 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物「ヨシダ」 吉田製薬 19.10
内用薬 7111001X1345 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物「シオエ」 シオエ製薬 18.60
内用薬 7111001X1353 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物（結晶）「ＮｉｋＰ」 日医工 18.20
内用薬 7111001X1361 乳糖水和物 １０ｇ 局 乳糖水和物（粉末）「日医工」 日医工 18.20
内用薬 7112001X1016 コムギデンプン １０ｇ 局 コムギデンプン 10.20
内用薬 7112002X1010 コメデンプン １０ｇ コメデンプン 10.20
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 7.40
内用薬 7112003X1040 トウモロコシデンプン １０ｇ 局 ※ トウモロコシデンプン（日興製薬） 日興製薬 7.90
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 7.90
内用薬 7112004X1010 バレイショデンプン １０ｇ 局 バレイショデンプン 7.40
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「マルイシ」 丸石製薬 7.90
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 1.10
内用薬 7131001X1097 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（共栄） 共栄製薬 1.40
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 1.40
内用薬 7131001X1240 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（東海製薬） 東海製薬 1.40
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 7131001X1356 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（山善） 山善製薬 1.40
内用薬 7131001X1402 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（中北） 中北薬品 1.90
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 7.80



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 9.20
内用薬 7142001X1139 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（日興製薬） 日興製薬 9.20
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
9.20

内用薬 7143001X1012 ウイキョウ油 １ｍＬ 局 ウイキョウ油 64.00
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 11.30
内用薬 7149003X1015 ハチミツ １０ｇ 局 ハチミツ 11.20
内用薬 7149003X1066 ハチミツ １０ｇ 局 ハチミツ「ケンエー」 健栄製薬 12.40
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 22.40 H31.3.31まで
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 25.10
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 23.00
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 22.40
内用薬 7149004X1214 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール「日医工」 日医工 22.40
内用薬 7149005X1014 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ハッカ水 7.40
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 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」 東海製薬 12.10
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 13.80
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 7149006X1280 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「日医工」 日医工 13.80
内用薬 7149007X1013 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸水和物 12.10
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 15.30
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 14.20
内用薬 7149007X1153 クエン酸水和物 １０ｇ 局 ※ クエン酸（山善） 山善製薬 15.30
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 15.30
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 14.20
内用薬 7149007X1242 クエン酸水和物 １０ｇ 局 クエン酸「日医工」 日医工 13.30
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 26.90
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 14.40

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

13.20 H31.3.31まで

内用薬 7212009X1026 硫酸バリウム ９８．４７％１０ｇ バリトゲン 伏見製薬所 14.20
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 R2.3.31まで

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

14.60

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

26.70

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

14.60

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 14.70
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
14.50

内用薬 7212022A2025 硫酸バリウム ９９．０％１０ｇ バリトゲンＳＨＤ 伏見製薬所 14.50
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
13.00

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

12.90 H31.3.31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

28.60

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 14.20
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
12.10

内用薬 7212030S1029 硫酸バリウム １．５％３００ｍＬ
１瓶

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 13.60
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

14.80

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

12.90

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

14.10

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％「ＦＳＫ」 伏見製薬所 14.50
内用薬 7212035B1021 硫酸バリウム ９９．３６％１０ｇ ウムブラＭＤ 伏見製薬所 14.20
内用薬 7212036B1026 硫酸バリウム ９８．８％１０ｇ 硫酸バリウム散９８．８％「ホリイ」 堀井薬品工業 14.20
内用薬 7212037B1020 硫酸バリウム ９７．５％１０ｇ 硫酸バリウム散９７．５％「ホリイ」 堀井薬品工業 14.70
内用薬 7212038S1025 硫酸バリウム ２５％３２ｍＬ１瓶 コロンフォート内用懸濁液２５％ 伏見製薬所 先発品 497.10
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 395.00
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 11.80

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 15.00

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 13.80

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 13.80

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 11.50

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 7.60
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
330.20

内用薬 7229001S1038 ベンチロミド ５％１０ｍＬ１瓶 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５０
０ｍｇ

サンノーバ 先発品 846.00

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

168.30

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

205.10

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 868.00
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 2,364.50
内用薬 7290005F1037 尿素（１３Ｃ） １００ｍｇ１錠 ユービット錠１００ｍｇ 大塚製薬 先発品 2,744.60
内用薬 7290006S1021 塩化マンガン四水和物 １０ｍｇ２５０ｍＬ

１袋
ボースデル内用液１０ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 1,075.70

内用薬 7290007D1027 アミノレブリン酸塩酸塩 １．５ｇ１包 アラグリオ顆粒剤分包１．５ｇ ＳＢＩファーマ 先発品 74,873.70
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 H31.3.31まで
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 17.40
内用薬 7319002X1012 安息香酸ナトリウム １０ｇ 局 安息香酸ナトリウム 22.30
内用薬 7990001S2015 Ｄ－ソルビトール ６５％１０ｍＬ 局 Ｄ－ソルビトール液 10.00
内用薬 7990001S3011 Ｄ－ソルビトール ７５％１０ｍＬ 局 Ｄ－ソルビトール液 10.20
内用薬 7990001X1016 Ｄ－ソルビトール １０ｇ 局 Ｄ－ソルビトール 13.40
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 128.80
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 106.40
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 859.30
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 566.80 R1.9.30まで

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 武田テバファー
マ

後発品 566.80 R2.3.31まで

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 ＥＡファーマ 先発品 ○ 1,001.50



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 566.80

内用薬 7990100A1149 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ニフプラス配合内用剤 大原薬品工業 後発品 566.80 H30.12.14収載

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 594.40

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 54.90

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 ＥＡファーマ 先発品 2,136.70

内用薬 7990103A1029 ピコスルファートナトリ
ウム水和物・酸化マグネ
シウム・無水クエン酸

１包 ピコプレップ配合内用剤 日本ケミファ 先発品 1,010.00

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

塩
１ｇ 局 麻 アヘンアルカロイド塩酸塩 1,318.60

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 397.80
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 1,049.60
内用薬 8114004G1027 モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 麻 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ シオノギファー

マ
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 シオノギファー
マ

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 シオノギファー
マ

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 495.10 R2.3.31まで
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 691.60 R2.3.31まで
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 1,200.30 R2.3.31まで
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 241.10
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 700.50
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 1,264.70
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 767.60
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 1,359.30
内用薬 8114005N3023 モルヒネ塩酸塩水和物 １２０ｍｇ１カプセ 麻 パシーフカプセル１２０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 2,622.50
内用薬 8114005S1024 モルヒネ塩酸塩水和物 ５ｍｇ２．５ｍＬ１ 麻 オプソ内服液５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 115.30
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 213.40
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

塩
１ｇ 局 麻 ジヒドロコデインリン酸塩 1,126.60

内用薬 8115004B2015 ジヒドロコデインリン酸
塩

１０％１ｇ 局 麻 ジヒドロコデインリン酸塩散１０％ 155.70

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 97.60

内用薬 8119002B2023 オキシコドン塩酸塩水和
物

２．５ｍｇ１包 麻 オキノーム散２．５ｍｇ シオノギファー
マ

先発品 57.60

内用薬 8119002B3020 オキシコドン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１包 麻 オキノーム散５ｍｇ シオノギファー
マ

先発品 115.90

内用薬 8119002B4026 オキシコドン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１包 麻 オキノーム散１０ｍｇ シオノギファー
マ

先発品 230.20

内用薬 8119002B5022 オキシコドン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１包 麻 オキノーム散２０ｍｇ シオノギファー
マ

先発品 478.60

内用薬 8119002F1029 オキシコドン塩酸塩水和
物

２．５ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠２．５ｍｇ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

後発品 54.20

内用薬 8119002F2025 オキシコドン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠５ｍｇ「第一三共」 第一三共プロ
ファーマ

後発品 99.90

内用薬 8119002F3021 オキシコドン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠１０ｍｇ「第一三共」 第一三共プロ
ファーマ

後発品 183.80

内用薬 8119002F4028 オキシコドン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠２０ｍｇ「第一三共」 第一三共プロ
ファーマ

後発品 339.00

内用薬 8119002G1024 オキシコドン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠５ｍｇ シオノギファー
マ

先発品 ○ 134.70 R2.3.31まで

内用薬 8119002G1032 オキシコドン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠５ｍｇ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

後発品 98.20

内用薬 8119002G2020 オキシコドン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠１０ｍｇ シオノギファー
マ

先発品 ○ 251.80 R2.3.31まで

内用薬 8119002G2039 オキシコドン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠１０ｍｇ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

後発品 181.10

内用薬 8119002G3027 オキシコドン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠２０ｍｇ シオノギファー
マ

先発品 ○ 468.80 R2.3.31まで

内用薬 8119002G3035 オキシコドン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠２０ｍｇ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

後発品 331.10

内用薬 8119002G4023 オキシコドン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠４０ｍｇ シオノギファー
マ

先発品 ○ 858.40 R2.3.31まで

内用薬 8119002G4031 オキシコドン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠４０ｍｇ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

後発品 605.10

内用薬 8119002G5020 オキシコドン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 麻 オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ シオノギファー
マ

先発品 ○ 134.70

内用薬 8119002G5038 オキシコドン塩酸塩水和
物

５ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一
三共」

第一三共プロ
ファーマ

後発品 98.20 R1.6.14収載

内用薬 8119002G6026 オキシコドン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ シオノギファー
マ

先発品 ○ 251.80

内用薬 8119002G6034 オキシコドン塩酸塩水和
物

１０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠１０ｍｇＮＸ「第
一三共」

第一三共プロ
ファーマ

後発品 181.10 R1.6.14収載

内用薬 8119002G7022 オキシコドン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ シオノギファー
マ

先発品 ○ 468.80

内用薬 8119002G7030 オキシコドン塩酸塩水和
物

２０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第
一三共」

第一三共プロ
ファーマ

後発品 331.10 R1.6.14収載

内用薬 8119002G8029 オキシコドン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ シオノギファー
マ

先発品 ○ 858.40

内用薬 8119002G8037 オキシコドン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠４０ｍｇＮＸ「第
一三共」

第一三共プロ
ファーマ

後発品 605.10 R1.6.14収載

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 98.20

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 181.10

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 331.10

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 605.10

内用薬 8119003F1023 ヒドロモルフォン塩酸塩 １ｍｇ１錠 麻 ナルラピド錠１ｍｇ 第一三共プロ
ファーマ

先発品 110.60

内用薬 8119003F2020 ヒドロモルフォン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 麻 ナルラピド錠２ｍｇ 第一三共プロ
ファーマ

先発品 202.80

内用薬 8119003F3026 ヒドロモルフォン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 麻 ナルラピド錠４ｍｇ 第一三共プロ
ファーマ

先発品 371.90

内用薬 8119003G1029 ヒドロモルフォン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 麻 ナルサス錠２ｍｇ 第一三共プロ
ファーマ

先発品 202.80

内用薬 8119003G2025 ヒドロモルフォン塩酸塩 ６ｍｇ１錠 麻 ナルサス錠６ｍｇ 第一三共プロ
ファーマ

先発品 530.20

内用薬 8119003G3021 ヒドロモルフォン塩酸塩 １２ｍｇ１錠 麻 ナルサス錠１２ｍｇ 第一三共プロ
ファーマ

先発品 972.20

内用薬 8119003G4028 ヒドロモルフォン塩酸塩 ２４ｍｇ１錠 麻 ナルサス錠２４ｍｇ 第一三共プロ
ファーマ

先発品 1,782.80

内用薬 8119100B1018 アヘン・トコン １ｇ 局 麻 アヘン・トコン散 252.80
内用薬 8211001X1019 ペチジン塩酸塩 １ｇ 局 麻 ペチジン塩酸塩 3,736.80
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 協和キリン 先発品 564.40
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 協和キリン 先発品 790.90
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 協和キリン 先発品 1,103.00
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 495.80
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 701.80
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 964.30
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 1,356.30
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 1,593.60
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 183.00
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 347.60
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

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

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


