
内注外歯区分 品名 成分 規格単位 メーカー名
内用薬 ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 サンノーバ
内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＪＧ」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＴＣＫ」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「テバ」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医工」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＣＨ」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＫＮ」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日新」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＦＹ」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 富士薬品
内用薬 ハルシオン０．２５ｍｇ錠 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 サンノーバ
内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＣＫ」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＫＮ」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日新」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＦＹ」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 富士薬品
内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＹＤ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 レンドルミン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 日本ベーリンガーインゲルハイム
内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「オーハラ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「日新」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ヨシトミ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 田辺三菱製薬
内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＡＦＰ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ
内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 サンノーバ
内用薬 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 日本ベーリンガーインゲルハイム
内用薬 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「テバ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 ドラール錠１５ クアゼパム １５ｍｇ１錠 久光製薬
内用薬 クアゼパム錠１５ｍｇ「ＭＮＰ」 クアゼパム １５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 クアゼパム錠１５ｍｇ「ＹＤ」 クアゼパム １５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 クアゼパム錠１５ｍｇ「アメル」 クアゼパム １５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 クアゼパム錠１５ｍｇ「トーワ」 クアゼパム １５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 クアゼパム錠１５ｍｇ「日医工」 クアゼパム １５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 クアゼパム錠１５ｍｇ「サワイ」 クアゼパム １５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ドラール錠２０ クアゼパム ２０ｍｇ１錠 久光製薬
内用薬 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＭＮＰ」 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＹＤ」 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 クアゼパム錠２０ｍｇ「トーワ」 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 クアゼパム錠２０ｍｇ「アメル」 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 クアゼパム錠２０ｍｇ「サワイ」 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 クアゼパム錠２０ｍｇ「日医工」 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 日医工



内用薬 リスミー錠１ｍｇ リルマザホン塩酸塩水和物 １ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 リルマザホン塩酸塩錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 リルマザホン塩酸塩水和物 １ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 リスミー錠２ｍｇ リルマザホン塩酸塩水和物 ２ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 リルマザホン塩酸塩錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 リルマザホン塩酸塩水和物 ２ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 セディール錠５ｍｇ タンドスピロンクエン酸塩 ５ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 タンドスピロンクエン酸塩 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 タンドスピロンクエン酸塩 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 タンドスピロンクエン酸塩 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 タンドスピロンクエン酸塩 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 セディール錠１０ｍｇ タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 セディール錠２０ｍｇ タンドスピロンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 タンドスピロンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「アメル」 タンドスピロンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 タンドスピロンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 タンドスピロンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 マイスリー錠５ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 アステラス製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「アメル」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「杏林」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サンド」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「テバ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日新」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「明治」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 東洋カプセル
内用薬 マイスリー錠１０ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 アステラス製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＫ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＥＥ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 小林化工



内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＥ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サンド」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 サンド
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日新」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「明治」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「クニヒロ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＭＰ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 東洋カプセル
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「モチダ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 救急薬品工業
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ「モチダ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 救急薬品工業
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩内用液５ｍｇ「タカタ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１ｍＬ１包 高田製薬
内用薬 ゾルピデム酒石酸塩内用液１０ｍｇ「タカタ」 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１包 高田製薬
内用薬 ハイペン錠１００ｍｇ エトドラク １００ｍｇ１錠 日本新薬
内用薬 オステラック錠１００ エトドラク １００ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 エトドラク錠１００ｍｇ「タイヨー」 エトドラク １００ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 エトドラク錠１００ｍｇ「ＪＧ」 エトドラク １００ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 エトドラク錠１００ｍｇ「トーワ」 エトドラク １００ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 エトドラク錠１００ｍｇ「ＳＷ」 エトドラク １００ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 エトドラク錠１００ｍｇ「日医工」 エトドラク １００ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ハイペン錠２００ｍｇ エトドラク ２００ｍｇ１錠 日本新薬
内用薬 オステラック錠２００ エトドラク ２００ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 エトドラク錠２００ｍｇ「トーワ」 エトドラク ２００ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 エトドラク錠２００ｍｇ「ＪＧ」 エトドラク ２００ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 エトドラク錠２００ｍｇ「タイヨー」 エトドラク ２００ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 エトドラク ２００ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 エトドラク錠２００ｍｇ「日医工」 エトドラク ２００ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ ドロキシドパ １００ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 ドプスＯＤ錠２００ｍｇ ドロキシドパ ２００ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「アメル」 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル 共和薬品工業
内用薬 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「日医工」 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル 日医工ファーマ
内用薬 ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「アメル」 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル 共和薬品工業



内用薬 ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「日医工」 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル 日医工ファーマ
内用薬 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 日本ベーリンガーインゲルハイム
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＡＡ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＥＥ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＦＦＰ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＪＧ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＹＤ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「アメル」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「サワイ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「タカタ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「日医工」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「日新」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ファイザー」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 マイラン製薬
内用薬 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 日本ベーリンガーインゲルハイム
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＦＦＰ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「アメル」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「サワイ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「タカタ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日医工」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日新」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ファイザー」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 マイラン製薬
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍｇ「トーワ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 日本ベーリンガーインゲルハイム
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ「ＤＳＥＰ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ「ＪＧ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ「アメル」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ「オーハラ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ「サワイ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ「トーワ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 日本ベーリンガーインゲルハイム
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「ＤＳＥＰ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「ＪＧ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「アメル」 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「オーハラ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「サワイ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「トーワ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 レキップ錠０．２５ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ０．２５ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン
内用薬 ロピニロール錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 ロピニロール塩酸塩 ０．２５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 レキップ錠１ｍｇ ロピニロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン
内用薬 ロピニロール錠１ｍｇ「ＪＧ」 ロピニロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 レキップ錠２ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン
内用薬 ロピニロール錠２ｍｇ「ＪＧ」 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 ロピニロールＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」 ロピニロール塩酸塩 ０．２５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 ロピニロールＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 ロピニロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 共和薬品工業



内用薬 ロピニロールＯＤ錠２ｍｇ「アメル」 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 レキップＣＲ錠２ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン
内用薬 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「共創未来」 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「トーワ」 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「サワイ」 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 レキップＣＲ錠８ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン
内用薬 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「共創未来」 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「トーワ」 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「サワイ」 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 コムタン錠１００ｍｇ エンタカポン １００ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ
内用薬 エンタカポン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 エンタカポン １００ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 エンタカポン錠１００ｍｇ「ＫＮ」 エンタカポン １００ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 エンタカポン錠１００ｍｇ「アメル」 エンタカポン １００ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」 エンタカポン １００ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 エンタカポン錠１００ｍｇ「サンド」 エンタカポン １００ｍｇ１錠 サンド
内用薬 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 大原薬品工業
内用薬 パーキストン配合錠Ｌ１００ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 小林化工
内用薬 メネシット配合錠１００ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 オルガノン
内用薬 カルコーパ配合錠Ｌ１００ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 共和薬品工業
内用薬 レプリントン配合錠Ｌ１００ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 辰巳化学
内用薬 ドパコール配合錠Ｌ１００ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ダイト
内用薬 ネオドパストン配合錠Ｌ２５０ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 大原薬品工業
内用薬 メネシット配合錠２５０ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 オルガノン
内用薬 カルコーパ配合錠Ｌ２５０ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 共和薬品工業



内用薬 ドパコール配合錠Ｌ２５０ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ダイト
内用薬 パーキストン配合錠Ｌ２５０ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 小林化工
内用薬 レプリントン配合錠Ｌ２５０ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 辰巳化学
内用薬 ドパコール配合錠Ｌ５０ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ダイト
内用薬 ルジオミール錠１０ｍｇ マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 サンファーマ
内用薬 マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 ルジオミール錠２５ｍｇ マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 サンファーマ
内用薬 マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ「タカタ」 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 マプロチリン塩酸塩錠５０ｍｇ「タカタ」 マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 ロドピン細粒１０％ ゾテピン １０％１ｇ ＬＴＬファーマ
内用薬 ゾテピン細粒１０％「ヨシトミ」 ゾテピン １０％１ｇ 長生堂製薬
内用薬 ゾテピン細粒１０％「タカタ」 ゾテピン １０％１ｇ 高田製薬
内用薬 ロドピン細粒５０％ ゾテピン ５０％１ｇ ＬＴＬファーマ
内用薬 ゾテピン細粒５０％「ヨシトミ」 ゾテピン ５０％１ｇ 長生堂製薬
内用薬 ゾテピン細粒５０％「タカタ」 ゾテピン ５０％１ｇ 高田製薬
内用薬 ロドピン錠２５ｍｇ ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ＬＴＬファーマ
内用薬 ゾテピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 ゾテピン錠２５ｍｇ「タカタ」 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 ロドピン錠５０ｍｇ ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ＬＴＬファーマ
内用薬 ゾテピン錠５０ｍｇ「ヨシトミ」 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 ゾテピン錠５０ｍｇ「タカタ」 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 ロドピン錠１００ｍｇ ゾテピン １００ｍｇ１錠 ＬＴＬファーマ
内用薬 ゾテピン錠１００ｍｇ「ヨシトミ」 ゾテピン １００ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 ゾテピン錠１００ｍｇ「タカタ」 ゾテピン １００ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 リスパダール細粒１％ リスペリドン １％１ｇ ヤンセンファーマ
内用薬 リスペリドン細粒１％「ＣＨ」 リスペリドン １％１ｇ 長生堂製薬
内用薬 リスペリドン細粒１％「ＭＥＥＫ」 リスペリドン １％１ｇ 小林化工
内用薬 リスペリドン細粒１％「ＮＰ」 リスペリドン １％１ｇ ニプロ
内用薬 リスペリドン細粒１％「アメル」 リスペリドン １％１ｇ 共和薬品工業
内用薬 リスペリドン細粒１％「オーハラ」 リスペリドン １％１ｇ 大原薬品工業
内用薬 リスペリドン細粒１％「サワイ」 リスペリドン １％１ｇ 沢井製薬
内用薬 リスペリドン細粒１％「トーワ」 リスペリドン １％１ｇ 東和薬品
内用薬 リスペリドン細粒１％「日医工」 リスペリドン １％１ｇ 日医工
内用薬 リスペリドン細粒１％「ヨシトミ」 リスペリドン １％１ｇ 全星薬品工業
内用薬 リスペリドン細粒１％「タカタ」 リスペリドン １％１ｇ 高田製薬
内用薬 リスペリドン細粒１％「ファイザー」 リスペリドン １％１ｇ ファイザー
内用薬 リスパダール錠１ｍｇ リスペリドン １ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ
内用薬 リスペリドン錠１ｍｇ「ＣＨ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 リスペリドン錠１「ＭＥＥＫ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 リスペリドン錠１ｍｇ「ＮＰ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」 リスペリドン １ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 リスペリドン錠１「オーハラ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 リスペリドン錠１ｍｇ「サワイ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 リスペリドン錠１ｍｇ「日医工」 リスペリドン １ｍｇ１錠 日医工
内用薬 リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 リスペリドン錠１ｍｇ「タカタ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 高田製薬



内用薬 リスペリドン錠１ｍｇ「トーワ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 リスペリドン錠１ｍｇ「クニヒロ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 リスパダール錠２ｍｇ リスペリドン ２ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ
内用薬 リスペリドン錠２ｍｇ「ＣＨ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 リスペリドン錠２「ＭＥＥＫ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 リスペリドン錠２ｍｇ「ＮＰ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 リスペリドン錠２ｍｇ「アメル」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 リスペリドン錠２「オーハラ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 リスペリドン錠２ｍｇ「サワイ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 リスペリドン錠２ｍｇ「トーワ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 リスペリドン錠２ｍｇ「日医工」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 日医工
内用薬 リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 リスペリドン錠２ｍｇ「タカタ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 リスペリドン錠２ｍｇ「クニヒロ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 リスパダール錠３ｍｇ リスペリドン ３ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ
内用薬 リスペリドン錠３ｍｇ「アメル」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 リスペリドン錠３「オーハラ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 リスペリドン錠３ｍｇ「ＮＰ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 リスペリドン錠３ｍｇ「サワイ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 リスペリドン錠３ｍｇ「タカタ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 リスペリドン錠３ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 リスペリドン錠３ｍｇ「トーワ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 リスペリドン錠３「ＭＥＥＫ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 リスペリドン錠３ｍｇ「日医工」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 日医工
内用薬 リスペリドン錠３ｍｇ「ＣＨ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 リスペリドン錠３ｍｇ「クニヒロ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 リスペリドン錠０．５ｍｇ「アメル」 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 リスペリドン錠０．５ｍｇ「クニヒロ」 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 リスペリドン錠０．５「ＭＥＥＫ」 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 リスパダールＯＤ錠１ｍｇ リスペリドン １ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ
内用薬 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 リスペリドン １ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「タカタ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 リスパダールＯＤ錠２ｍｇ リスペリドン ２ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ
内用薬 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「アメル」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「タカタ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン ２ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ
内用薬 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「タカタ」 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメル」 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「タカタ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「サワイ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 共和薬品工業



内用薬 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ リスペリドン ０．１％１ｍＬ ヤンセンファーマ
内用薬 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「アメル」 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 共和薬品工業
内用薬 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨシトミ」 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 同仁医薬化工
内用薬 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「タカタ」 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 高田製薬
内用薬 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 東和薬品
内用薬 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 小林化工
内用薬 リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ「アメル」 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１包 共和薬品工業
内用薬 リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ「日医工」 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１包 日医工
内用薬 リスペリドン内用液分包１ｍｇ「アメル」 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 共和薬品工業
内用薬 リスペリドン内用液分包１ｍｇ「日医工」 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 日医工
内用薬 リスペリドン内用液分包２ｍｇ「アメル」 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 共和薬品工業
内用薬 リスペリドン内用液分包２ｍｇ「日医工」 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 日医工
内用薬 リスペリドン内用液分包３ｍｇ「アメル」 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 共和薬品工業
内用薬 リスペリドン内用液分包３ｍｇ「日医工」 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 日医工
内用薬 デプロメール錠２５ フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 ルボックス錠２５ フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 アッヴィ
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＣＨ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＮＰ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「杏林」 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「タカタ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「トーワ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＴＹＫ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 デプロメール錠５０ フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 ルボックス錠５０ フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 アッヴィ
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＣＨ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「タカタ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 デプロメール錠７５ フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 ルボックス錠７５ フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 アッヴィ
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＣＨ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＮＰ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「アメル」 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「杏林」 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「サワイ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「タカタ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「日医工」 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「トーワ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＴＹＫ」 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「アメル」 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 共和薬品工業



内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 トレドミン錠１５ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 旭化成ファーマ
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「トーワ」 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 トレドミン錠２５ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 旭化成ファーマ
内用薬 トレドミン錠１２．５ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 旭化成ファーマ
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「アメル」 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「サワイ」 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「日医工」 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「ＮＰ」 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「トーワ」 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 トレドミン錠５０ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 旭化成ファーマ
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 パキシル錠１０ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＫ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「アメル」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「科研」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「サワイ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「サンド」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 サンド
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「タカタ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「タナベ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「日医工」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「日新」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「テバ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「アスペン」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 サンドファーマ
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「フェルゼン」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＳＰＫＫ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 サンドファーマ
内用薬 パキシル錠２０ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＡＡ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 あすか製薬



内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＫ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＮＰ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「アメル」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「科研」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ケミファ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「サワイ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「サンド」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 サンド
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「タカタ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「タナベ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「トーワ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「日医工」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「日新」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ファイザー」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「明治」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「テバ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「アスペン」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 サンドファーマ
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「フェルゼン」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＳＰＫＫ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 サンドファーマ
内用薬 パキシル錠５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＡＡ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＫ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「アメル」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ケミファ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「サワイ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「サンド」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「タカタ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「タナベ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「日医工」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「日新」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ファイザー」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「明治」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「科研」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「オーハラ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「テバ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「アスペン」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 サンドファーマ



内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「フェルゼン」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＳＰＫＫ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 サンドファーマ
内用薬 パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 パロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 パロキセチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 １２．５ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン
内用薬 パキシルＣＲ錠２５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン
内用薬 パキシルＣＲ錠６．２５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 ６．２５ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン
内用薬 ルーラン錠４ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物 ４ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 ペロスピロン塩酸塩水和物 ４ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 ルーラン錠８ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物 ８ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」 ペロスピロン塩酸塩水和物 ８ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 ルーラン錠１６ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物 １６ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 ペロスピロン塩酸塩錠１６ｍｇ「アメル」 ペロスピロン塩酸塩水和物 １６ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 エビリファイ散１％ アリピプラゾール １％１ｇ 大塚製薬
内用薬 アリピプラゾール散１％「アメル」 アリピプラゾール １％１ｇ 共和薬品工業
内用薬 アリピプラゾール散１％「オーハラ」 アリピプラゾール １％１ｇ 大原薬品工業
内用薬 アリピプラゾール散１％「トーワ」 アリピプラゾール １％１ｇ 東和薬品
内用薬 アリピプラゾール散１％「日医工」 アリピプラゾール １％１ｇ 日医工
内用薬 アリピプラゾール散１％「ニプロ」 アリピプラゾール １％１ｇ ニプロ
内用薬 アリピプラゾール散１％「明治」 アリピプラゾール １％１ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アリピプラゾール散１％「ヨシトミ」 アリピプラゾール １％１ｇ ニプロＥＳファーマ
内用薬 アリピプラゾール細粒１％「タカタ」 アリピプラゾール １％１ｇ 高田製薬
内用薬 エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 大塚製薬
内用薬 アリピプラゾール錠３ｍｇ「ＪＧ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アリピプラゾール錠３ｍｇ「ＹＤ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アリピプラゾール錠３ｍｇ「アメル」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アリピプラゾール錠３ｍｇ「オーハラ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 アリピプラゾール錠３ｍｇ「サワイ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 アリピプラゾール錠３ｍｇ「タカタ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アリピプラゾール錠３ｍｇ「トーワ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アリピプラゾール錠３ｍｇ「日医工」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アリピプラゾール錠３ｍｇ「ニプロ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アリピプラゾール錠３ｍｇ「明治」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アリピプラゾール錠３ｍｇ「ヨシトミ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 大塚製薬
内用薬 アリピプラゾール錠６ｍｇ「ＪＧ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アリピプラゾール錠６ｍｇ「ＹＤ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アリピプラゾール錠６ｍｇ「アメル」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アリピプラゾール錠６ｍｇ「オーハラ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 アリピプラゾール錠６ｍｇ「サワイ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 アリピプラゾール錠６ｍｇ「タカタ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アリピプラゾール錠６ｍｇ「トーワ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アリピプラゾール錠６ｍｇ「日医工」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アリピプラゾール錠６ｍｇ「ニプロ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アリピプラゾール錠６ｍｇ「明治」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アリピプラゾール錠６ｍｇ「ヨシトミ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 エビリファイ錠１２ｍｇ アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 大塚製薬
内用薬 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「ＪＧ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「ＹＤ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「アメル」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「オーハラ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 大原薬品工業



内用薬 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「サワイ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「タカタ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「トーワ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「日医工」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「ニプロ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「明治」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「ヨシトミ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 エビリファイＯＤ錠３ｍｇ アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 大塚製薬
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「ＪＧ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「オーハラ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「杏林」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「タカタ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「武田テバ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「ニプロ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「明治」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 エビリファイＯＤ錠６ｍｇ アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 大塚製薬
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「ＪＧ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「アメル」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「オーハラ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「杏林」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「タカタ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「武田テバ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「トーワ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「日医工」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「ニプロ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「明治」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「ヨシトミ」 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 大塚製薬
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「ＪＧ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「アメル」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「オーハラ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「杏林」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「タカタ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「武田テバ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「トーワ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「日医工」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「ニプロ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「明治」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「ヨシトミ」 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 大塚製薬
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「ＪＧ」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「アメル」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「オーハラ」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「杏林」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「タカタ」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「武田テバ」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「トーワ」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「日医工」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「ニプロ」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 ニプロ



内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「明治」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「ヨシトミ」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 アリピプラゾール錠２４ｍｇ「ＹＤ」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アリピプラゾール錠２４ｍｇ「アメル」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アリピプラゾール錠２４ｍｇ「オーハラ」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 アリピプラゾール錠２４ｍｇ「サワイ」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 アリピプラゾール錠２４ｍｇ「トーワ」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アリピプラゾール錠２４ｍｇ「明治」 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 エビリファイ内用液０．１％ アリピプラゾール ０．１％１ｍＬ 大塚製薬
内用薬 アリピプラゾール内用液分包３ｍｇ「武田テバ」 アリピプラゾール ０．１％３ｍＬ１包 武田テバファーマ
内用薬 アリピプラゾール内用液分包３ｍｇ「ニプロ」 アリピプラゾール ０．１％３ｍＬ１包 ニプロ
内用薬 アリピプラゾール内用液分包３ｍｇ「明治」 アリピプラゾール ０．１％３ｍＬ１包 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アリピプラゾール内用液３ｍｇ分包「サワイ」 アリピプラゾール ０．１％３ｍＬ１包 沢井製薬
内用薬 アリピプラゾール内用液３ｍｇ分包「タカタ」 アリピプラゾール ０．１％３ｍＬ１包 高田製薬
内用薬 アリピプラゾール内用液３ｍｇ分包「トーワ」 アリピプラゾール ０．１％３ｍＬ１包 東和薬品
内用薬 アリピプラゾール内用液分包６ｍｇ「武田テバ」 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 武田テバファーマ
内用薬 アリピプラゾール内用液分包６ｍｇ「ニプロ」 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 ニプロ
内用薬 アリピプラゾール内用液分包６ｍｇ「明治」 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アリピプラゾール内用液６ｍｇ分包「サワイ」 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 沢井製薬
内用薬 アリピプラゾール内用液６ｍｇ分包「タカタ」 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 高田製薬
内用薬 アリピプラゾール内用液６ｍｇ分包「トーワ」 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 東和薬品
内用薬 アリピプラゾール内用液分包１２ｍｇ「武田テバ」 アリピプラゾール ０．１％１２ｍＬ１包 武田テバファーマ
内用薬 アリピプラゾール内用液分包１２ｍｇ「ニプロ」 アリピプラゾール ０．１％１２ｍＬ１包 ニプロ
内用薬 アリピプラゾール内用液分包１２ｍｇ「明治」 アリピプラゾール ０．１％１２ｍＬ１包 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アリピプラゾール内用液１２ｍｇ分包「サワイ」 アリピプラゾール ０．１％１２ｍＬ１包 沢井製薬
内用薬 アリピプラゾール内用液１２ｍｇ分包「タカタ」 アリピプラゾール ０．１％１２ｍＬ１包 高田製薬
内用薬 アリピプラゾール内用液１２ｍｇ分包「トーワ」 アリピプラゾール ０．１％１２ｍＬ１包 東和薬品
内用薬 グラマリール細粒１０％ チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ 日医工
内用薬 チアプリド細粒１０％「サワイ」 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ 沢井製薬
内用薬 チアプリド細粒１０％「ＪＧ」 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ 長生堂製薬
内用薬 チアプリド細粒１０％「日医工」 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ 日医工ファーマ
内用薬 グラマリール錠２５ｍｇ チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 チアプリド錠２５ｍｇ「ＪＧ」 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 チアプリド錠２５ｍｇ「日医工」 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 日医工ファーマ
内用薬 チアプリド錠２５ｍｇ「日新」 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 グラマリール錠５０ｍｇ チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 チアプリド錠５０ｍｇ「テバ」 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 チアプリド錠５０ｍｇ「ＪＧ」 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 チアプリド錠５０ｍｇ「日医工」 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 日医工ファーマ
内用薬 チアプリド錠５０ｍｇ「日新」 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 セレジスト錠５ｍｇ タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 田辺三菱製薬
内用薬 タルチレリン錠５ｍｇ「ＪＧ」 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 タルチレリン錠５ｍｇ「アメル」 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 タルチレリン錠５ｍｇ「サワイ」 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 セレジストＯＤ錠５ｍｇ タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 田辺三菱製薬
内用薬 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ミオナール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エーザイ



内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日新」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ツルハラ」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「テバ」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「あすか」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「旭化成」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 旭化成ファーマ
内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＯ」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 寿製薬
内用薬 テルネリン顆粒０．２％ チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ サンファーマ
内用薬 チザニジン顆粒０．２％「日医工」 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ 日医工
内用薬 テルネリン錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 サンファーマ
内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「アメル」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「ツルハラ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 日医工
内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「ＪＧ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「サワイ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「トーワ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「杏林」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰＩ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＣＣ」 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 共和クリティケア
内用薬 メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「杏林」 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 メキシチールカプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 太陽ファルマ
内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 沢井製薬
内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日医工」 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 日医工
内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「トーワ」 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 東和薬品
内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＹＤ」 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 陽進堂
内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 長生堂製薬
内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ツルハラ」 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 鶴原製薬
内用薬 メキシチールカプセル１００ｍｇ メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 太陽ファルマ
内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 沢井製薬
内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 日医工
内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「トーワ」 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 東和薬品
内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「ＹＤ」 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 陽進堂
内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 長生堂製薬
内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「ツルハラ」 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 鶴原製薬
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩細粒１％「アメル」 エナラプリルマレイン酸塩 １％１ｇ 共和薬品工業
内用薬 レニベース錠２．５ エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オルガノン
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「タイヨー」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「オーハラ」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＤ」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日医工ファーマ
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「日新」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「フソー」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ダイト



内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 サンノーバ
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 マイランＥＰＤ
内用薬 レニベース錠５ エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 オルガノン
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 日医工ファーマ
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「日新」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「フソー」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「杏林」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サンド」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 サンノーバ
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 マイランＥＰＤ
内用薬 レニベース錠１０ エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 オルガノン
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「タイヨー」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 日医工ファーマ
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「日新」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「フソー」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サンド」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 サンド
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 サンノーバ
内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 マイランＥＰＤ
内用薬 ゼストリル錠５ リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 アストラゼネカ
内用薬 ロンゲス錠５ｍｇ リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 リシノプリル錠５ｍｇ「トーワ」 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 リシノプリル錠５ｍｇ「タイヨー」 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 日医工岐阜工場
内用薬 リシノプリル錠５ｍｇ「オーハラ」 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 リシノプリル錠５ｍｇ「日医工」 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 リシノプリル錠５ｍｇ「サワイ」 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 リシノプリル錠５ｍｇ「ＮＩＧ」 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 日医工岐阜工場
内用薬 ゼストリル錠１０ リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 アストラゼネカ
内用薬 ロンゲス錠１０ｍｇ リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 リシノプリル錠１０ｍｇ「トーワ」 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 東和薬品



内用薬 リシノプリル錠１０ｍｇ「タイヨー」 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 日医工岐阜工場
内用薬 リシノプリル錠１０ｍｇ「オーハラ」 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 リシノプリル錠１０ｍｇ「日医工」 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 リシノプリル錠１０ｍｇ「サワイ」 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 リシノプリル錠１０ｍｇ「ＮＩＧ」 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 日医工岐阜工場
内用薬 ゼストリル錠２０ リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 アストラゼネカ
内用薬 ロンゲス錠２０ｍｇ リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 リシノプリル錠２０ｍｇ「トーワ」 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 リシノプリル錠２０ｍｇ「タイヨー」 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 日医工岐阜工場
内用薬 リシノプリル錠２０ｍｇ「オーハラ」 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 リシノプリル錠２０ｍｇ「日医工」 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 リシノプリル錠２０ｍｇ「サワイ」 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 リシノプリル錠２０ｍｇ「ＮＩＧ」 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 日医工岐阜工場
内用薬 ペルジピン散１０％ ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ＬＴＬファーマ
内用薬 ニカルジピン塩酸塩散１０％「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ 日医工
内用薬 ニカルジピン塩酸塩散１０％「トーワ」 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ 東和薬品
内用薬 ペルジピン錠１０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ＬＴＬファーマ
内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ツルハラ」 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ペルジピン錠２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ＬＴＬファーマ
内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日新」 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ツルハラ」 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ＬＴＬファーマ
内用薬 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル２０ｍｇ「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル 日医工
内用薬 ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ＬＴＬファーマ
内用薬 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル４０ｍｇ「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル 日医工
内用薬 ニューロタン錠２５ｍｇ ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 オルガノン
内用薬 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「オーハラ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「科研」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「タカタ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「トーワ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「日新」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「明治」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＡＡ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＤＫ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＪＧ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＹＤ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＺＥ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「アメル」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「杏林」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ



内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ケミファ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サンド」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「テバ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「日医工」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰＩ」 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 ニューロタン錠５０ｍｇ ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 オルガノン
内用薬 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「オーハラ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「科研」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「タカタ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「日新」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「明治」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＡＡ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＤＫ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＪＧ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＹＤ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＺＥ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「アメル」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「杏林」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ケミファ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サンド」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 サンド
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「テバ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「日医工」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰＩ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 ニューロタン錠１００ｍｇ ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 オルガノン
内用薬 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「オーハラ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「科研」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「タカタ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「トーワ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「日新」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ファイザー」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「明治」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＡＡ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＤＫ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＪＧ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＹＤ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＺＥ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「アメル」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 共和薬品工業



内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「杏林」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ケミファ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サワイ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サンド」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 サンド
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「テバ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「日医工」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 エックスフォージ配合錠 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 ノバルティス　ファーマ
内用薬 アムバロ配合錠「ＤＳＥＰ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 第一三共エスファ
内用薬 アムバロ配合錠「ＥＥ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 エルメッド
内用薬 アムバロ配合錠「ＦＦＰ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 共創未来ファーマ
内用薬 アムバロ配合錠「ＪＧ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 日本ジェネリック
内用薬 アムバロ配合錠「ＫＮ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 小林化工
内用薬 アムバロ配合錠「ＳＮ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 シオノケミカル
内用薬 アムバロ配合錠「ＴＣＫ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 辰巳化学
内用薬 アムバロ配合錠「ＹＤ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 陽進堂
内用薬 アムバロ配合錠「アメル」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 共和薬品工業
内用薬 アムバロ配合錠「オーハラ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 大原薬品工業
内用薬 アムバロ配合錠「科研」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 ダイト
内用薬 アムバロ配合錠「杏林」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アムバロ配合錠「ケミファ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 日本ケミファ
内用薬 アムバロ配合錠「サワイ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 沢井製薬
内用薬 アムバロ配合錠「サンド」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 サンド
内用薬 アムバロ配合錠「タナベ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 アムバロ配合錠「テバ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 武田テバファーマ
内用薬 アムバロ配合錠「トーワ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 東和薬品
内用薬 アムバロ配合錠「日医工」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 日医工
内用薬 アムバロ配合錠「日新」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 日新製薬（山形）
内用薬 アムバロ配合錠「ニットー」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 日東メディック
内用薬 アムバロ配合錠「ニプロ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 ニプロ
内用薬 アムバロ配合錠「ファイザー」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 ファイザー
内用薬 アムバロ配合錠「ＶＴＲＳ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 マイランＥＰＤ
内用薬 エックスフォージ配合ＯＤ錠 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 ノバルティス　ファーマ
内用薬 アムバロ配合ＯＤ錠「ＴＣＫ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 辰巳化学
内用薬 アムバロ配合ＯＤ錠「日医工」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 日医工
内用薬 アムバロ配合ＯＤ錠「ファイザー」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 ダイト
内用薬 アムバロ配合ＯＤ錠「トーワ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 東和薬品
内用薬 ノルバスク錠２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬
内用薬 アムロジン錠２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 コーアバイオテックベイ
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「あすか」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「アメル」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イセイ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 コーアイセイ
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「オーハラ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「科研」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ダイト



内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミファ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サンド」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タイヨー」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タカタ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タナベ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ツルハラ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「日医工」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「フソー」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「明治」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＱＱ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 救急薬品工業
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「杏林」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「クニヒロ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ファイザー」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ファイザーＵＰＪ
内用薬 ノルバスク錠５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬
内用薬 アムロジン錠５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＣＨ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＫＮ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＰ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＳ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 コーアバイオテックベイ
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「あすか」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「アメル」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「イセイ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 コーアイセイ
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「オーハラ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「科研」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「サワイ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「タカタ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「タナベ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ツルハラ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「日医工」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「フソー」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「明治」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＱＱ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 救急薬品工業
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「杏林」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「クニヒロ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ファイザー」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ファイザーＵＰＪ
内用薬 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ニプロ



内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「あすか」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「科研」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サンド」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「フソー」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 アムロジピンＯＤフィルム２．５ｍｇ「ＱＱ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 救急薬品工業
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「イセイ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 コーアイセイ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「杏林」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「武田テバ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ファイザーＵＰＪ
内用薬 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「フソー」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＣＨ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ「ＱＱ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 救急薬品工業
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「イセイ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 コーアイセイ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「武田テバ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ファイザーＵＰＪ
内用薬 アムロジン錠１０ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 ノルバスク錠１０ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 小林化工



内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「あすか」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「アメル」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「科研」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「杏林」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミファ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「タカタ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「タナベ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「日医工」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「明治」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＱＱ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 救急薬品工業
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 コーアバイオテックベイ
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「イセイ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 コーアイセイ
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「フソー」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「クニヒロ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ファイザー」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ファイザーＵＰＪ
内用薬 アムロジンＯＤ錠１０ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 大日本住友製薬
内用薬 ノルバスクＯＤ錠１０ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 サンド
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「イセイ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 コーアイセイ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「あすか」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「武田テバ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ファイザーＵＰＪ



内用薬 メバロチン錠５ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 第一三共
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「アメル」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５「ＫＮ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 メバレクト錠５ｍｇ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 東菱薬品工業
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「チョーセイ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「ツルハラ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「タナベ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「ＮＰ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サワイ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「日医工」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「オーハラ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 日医工ファーマ
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「フソー」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 扶桑薬品工業
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「杏林」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＮＳ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「テバ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「Ｍｅ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＣＭＸ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 ケミックス
内用薬 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「ＹＤ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 メバロチン錠１０ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 第一三共
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「アメル」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０「ＫＮ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 メバレクト錠１０ｍｇ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 東菱薬品工業
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「チョーセイ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タナベ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「オーハラ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 日医工ファーマ
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「フソー」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 扶桑薬品工業
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「杏林」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「テバ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「Ｍｅ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＣＭＸ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 ケミックス
内用薬 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「ＹＤ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 リピトール錠５ｍｇ アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サンド」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 第一三共エスファ



内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＺＥ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「杏林」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「Ｍｅ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 Ｍｅ　ファルマ
内用薬 リピトール錠１０ｍｇ アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サンド」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 サンド
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「杏林」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｍｅ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 Ｍｅ　ファルマ
内用薬 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 アトルバスタチン錠２０ｍｇ「日医工」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ２０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 カデュエット配合錠１番 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 ヴィアトリス製薬

内用薬 アマルエット配合錠１番「ＤＳＥＰ」 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 第一三共エスファ
内用薬 アマルエット配合錠１番「ＥＥ」 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 エルメッド

内用薬 アマルエット配合錠１番「ＫＮ」 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 小林化工
内用薬 アマルエット配合錠１番「ＴＣＫ」 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 辰巳化学

内用薬 アマルエット配合錠１番「ケミファ」 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 日本ケミファ
内用薬 アマルエット配合錠１番「サワイ」 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 沢井製薬

内用薬 アマルエット配合錠１番「サンド」 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 サンド
内用薬 アマルエット配合錠１番「トーワ」 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 東和薬品

内用薬 アマルエット配合錠１番「日医工」 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 日医工
内用薬 アマルエット配合錠１番「ニプロ」 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 ニプロ

内用薬 カデュエット配合錠２番 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 ヴィアトリス製薬
内用薬 アマルエット配合錠２番「ＤＳＥＰ」 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 第一三共エスファ

内用薬 アマルエット配合錠２番「ＥＥ」 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 エルメッド
内用薬 アマルエット配合錠２番「ＫＮ」 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 小林化工

内用薬 アマルエット配合錠２番「ＴＣＫ」 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 辰巳化学
内用薬 アマルエット配合錠２番「ケミファ」 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 日本ケミファ



内用薬 アマルエット配合錠２番「サワイ」 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 沢井製薬
内用薬 アマルエット配合錠２番「サンド」 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 サンド

内用薬 アマルエット配合錠２番「トーワ」 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 東和薬品
内用薬 アマルエット配合錠２番「日医工」 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 日医工

内用薬 アマルエット配合錠２番「ニプロ」 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 ニプロ
内用薬 カデュエット配合錠３番 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 ヴィアトリス製薬

内用薬 アマルエット配合錠３番「ＤＳＥＰ」 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 第一三共エスファ
内用薬 アマルエット配合錠３番「ＥＥ」 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 エルメッド

内用薬 アマルエット配合錠３番「ＫＮ」 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 小林化工
内用薬 アマルエット配合錠３番「ＴＣＫ」 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 辰巳化学

内用薬 アマルエット配合錠３番「ケミファ」 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 日本ケミファ
内用薬 アマルエット配合錠３番「サワイ」 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 沢井製薬

内用薬 アマルエット配合錠３番「サンド」 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 サンド
内用薬 アマルエット配合錠３番「トーワ」 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 東和薬品

内用薬 アマルエット配合錠３番「日医工」 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 日医工
内用薬 アマルエット配合錠３番「ニプロ」 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 ニプロ

内用薬 カデュエット配合錠４番 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 ヴィアトリス製薬
内用薬 アマルエット配合錠４番「ＤＳＥＰ」 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 第一三共エスファ

内用薬 アマルエット配合錠４番「ＥＥ」 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 エルメッド
内用薬 アマルエット配合錠４番「ＫＮ」 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 小林化工

内用薬 アマルエット配合錠４番「ＴＣＫ」 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 辰巳化学
内用薬 アマルエット配合錠４番「ケミファ」 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 日本ケミファ

内用薬 アマルエット配合錠４番「サワイ」 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 沢井製薬
内用薬 アマルエット配合錠４番「サンド」 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 サンド

内用薬 アマルエット配合錠４番「トーワ」 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 東和薬品
内用薬 アマルエット配合錠４番「日医工」 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 日医工

内用薬 アマルエット配合錠４番「ニプロ」 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 ニプロ
内用薬 ロペミン小児用細粒０．０５％ ロペラミド塩酸塩 ０．０５％１ｇ ヤンセンファーマ
内用薬 ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５％「タイヨー」 ロペラミド塩酸塩 ０．０５％１ｇ 武田テバファーマ
内用薬 ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１錠 サンノーバ
内用薬 ロペラミド塩酸塩錠１ｍｇ「あすか」 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ロペミンカプセル１ｍｇ ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１カプセル ヤンセンファーマ
内用薬 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨー」 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１カプセル 武田テバファーマ
内用薬 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ＪＧ」 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１カプセル 長生堂製薬
内用薬 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１カプセル 沢井製薬
内用薬 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ホリイ」 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１カプセル 堀井薬品工業
内用薬 アシノン錠１５０ｍｇ ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ゼリア新薬工業
内用薬 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 アシノン錠７５ｍｇ ニザチジン ７５ｍｇ１錠 ゼリア新薬工業
内用薬 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タナベ」 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル ニプロＥＳファーマ
内用薬 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「サワイ」 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 沢井製薬
内用薬 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「タナベ」 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニプロＥＳファーマ
内用薬 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＹＤ」 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 陽進堂
内用薬 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「サワイ」 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 沢井製薬
内用薬 オメプラール錠２０ オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 太陽ファルマ
内用薬 オメプラゾン錠２０ｍｇ オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 田辺三菱製薬
内用薬 オメプラゾール錠２０ｍｇ「アメル」 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 オメプラゾール錠２０「ＳＷ」 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 オメプラゾール錠２０ｍｇ「日医工」 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ケミファ」 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「武田テバ」 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 武田テバファーマ



内用薬 オメプラゾール錠２０ｍｇ「トーワ」 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 オメプラール錠１０ オメプラゾール １０ｍｇ１錠 太陽ファルマ
内用薬 オメプラゾン錠１０ｍｇ オメプラゾール １０ｍｇ１錠 田辺三菱製薬
内用薬 オメプラゾール錠１０ｍｇ「アメル」 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 オメプラゾール錠１０「ＳＷ」 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 オメプラゾール錠１０ｍｇ「日医工」 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ケミファ」 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「武田テバ」 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 オメプラゾール錠１０ｍｇ「トーワ」 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 タケプロンＯＤ錠１５ ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＫ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＪＧ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＲＴＯ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 リョートーファイン
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 タケプロンＯＤ錠３０ ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＫ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＪＧ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＲＴＯ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 リョートーファイン
内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武田テバ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 タケプロンカプセル１５ ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 武田テバ薬品
内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「アメル」 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 共和薬品工業
内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「タカタ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 高田製薬
内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 東和薬品
内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「ＪＧ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 大興製薬
内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「サワイ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 沢井製薬
内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「日医工」 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 日医工
内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「武田テバ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 武田テバファーマ
内用薬 タケプロンカプセル３０ ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 武田テバ薬品
内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「アメル」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 共和薬品工業
内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「タカタ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 高田製薬
内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 東和薬品
内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「ＪＧ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 大興製薬
内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「サワイ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 沢井製薬
内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「日医工」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 日医工
内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「武田テバ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 武田テバファーマ
内用薬 メサラジン顆粒５０％「ＡＫＰ」 メサラジン ５０％１ｇ 小林化工
内用薬 ペンタサ顆粒９４％ メサラジン ９４％１ｇ 杏林製薬
内用薬 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫＰ」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 メサラジン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 富士製薬工業
内用薬 メサラジン錠２５０ｍｇ「ケミファ」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 メサラジン錠２５０ｍｇ「サワイ」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 メサラジン錠２５０ｍｇ「日医工」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 日医工



内用薬 ペンタサ錠２５０ｍｇ メサラジン ２５０ｍｇ１錠 杏林製薬
内用薬 メサラジン錠２５０ｍｇ「トーワ」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「日医工Ｐ」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 日医工ファーマ
内用薬 ペンタサ錠５００ｍｇ メサラジン ５００ｍｇ１錠 杏林製薬
内用薬 メサラジン錠５００ｍｇ「ＡＫＰ」 メサラジン ５００ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 メサラジン錠５００ｍｇ「Ｆ」 メサラジン ５００ｍｇ１錠 富士製薬工業
内用薬 メサラジン錠５００ｍｇ「ケミファ」 メサラジン ５００ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」 メサラジン ５００ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 メサラジン錠５００ｍｇ「ＮＰ」 メサラジン ５００ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 メサラジン錠５００ｍｇ「トーワ」 メサラジン ５００ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 メサラジン錠５００ｍｇ「日医工」 メサラジン ５００ｍｇ１錠 日医工
内用薬 メサラジン徐放錠５００ｍｇ「ＪＧ」 メサラジン ５００ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 メサラジン徐放錠５００ｍｇ「日医工Ｐ」 メサラジン ５００ｍｇ１錠 日医工ファーマ
内用薬 アサコール錠４００ｍｇ メサラジン ４００ｍｇ１錠 ゼリア新薬工業
内用薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」 メサラジン ４００ｍｇ１錠 マイラン製薬
内用薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワイ」 メサラジン ４００ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「Ｆ」 メサラジン ４００ｍｇ１錠 富士製薬工業
内用薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ＫＮ」 メサラジン ４００ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「あすか」 メサラジン ４００ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 メサラジン ４００ｍｇ１錠 マイランＥＰＤ
内用薬 ブラダロン錠２００ｍｇ フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 日本新薬
内用薬 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「日医工」 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 日医工
内用薬 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「サワイ」 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 バップフォー錠１０ プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 大鵬薬品工業
内用薬 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「アメル」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 富士製薬工業
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＳ」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「あすか」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「武田テバ」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日医工岐阜工場
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＩＧ」 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日医工岐阜工場
内用薬 バップフォー錠２０ プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 大鵬薬品工業
内用薬 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「アメル」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＷ」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タナベ」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「Ｆ」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 富士製薬工業
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タカタ」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＮＳ」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 東和薬品



内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏林」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「あすか」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「武田テバ」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 日医工岐阜工場
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＮＩＧ」 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 日医工岐阜工場
内用薬 プラビックス錠２５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 サノフィ
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＥＥ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＪＧ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＮ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＮ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「アメル」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「科研」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「杏林」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ケミファ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「サワイ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「サンド」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「三和」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「タナベ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ツルハラ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「テバ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「トーワ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「日新」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ニプロ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ファイザー」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 マイラン製薬
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「明治」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「モチダ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 持田製薬販売
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「フェルゼン」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ
内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「クニヒロ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 プラビックス錠７５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 サノフィ
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＥＥ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＦＦＰ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＪＧ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＮ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＮ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＴＣＫ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＹＤ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「アメル」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「科研」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「杏林」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケミファ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「サワイ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「サンド」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「三和」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「タナベ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ツルハラ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「テバ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「トーワ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「日新」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）



内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ニプロ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ファイザー」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 マイラン製薬
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「明治」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「モチダ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 持田製薬販売
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「フェルゼン」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ
内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「クニヒロ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＥＥ」 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＫＮ」 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 クロピドグレル錠５０ｍｇ「サワイ」 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 クロピドグレル錠５０ｍｇ「タナベ」 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 クロピドグレル錠５０ｍｇ「明治」 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 アマリール１ｍｇ錠 グリメピリド １ｍｇ１錠 サノフィ
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＡ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「ＪＧ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「ＫＮ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「ＮＰ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「ＹＤ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「ＺＥ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「アメル」 グリメピリド １ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「オーハラ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「科研」 グリメピリド １ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「杏林」 グリメピリド １ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「ケミファ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「サワイ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「三和」 グリメピリド １ｍｇ１錠 三和化学研究所
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」 グリメピリド １ｍｇ１錠 日医工
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「日新」 グリメピリド １ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「サンド」 グリメピリド １ｍｇ１錠 サンド
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「ファイザー」 グリメピリド １ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＹＫ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「Ｍｅ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 Ｍｅ　ファルマ
内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「フェルゼン」 グリメピリド １ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ
内用薬 アマリール３ｍｇ錠 グリメピリド ３ｍｇ１錠 サノフィ
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＡ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「ＪＧ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「ＫＮ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「ＮＰ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「ＹＤ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「ＺＥ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「アメル」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「オーハラ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「科研」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「杏林」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「ケミファ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「サワイ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「三和」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 三和化学研究所



内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「タナベ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「トーワ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「日医工」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 日医工
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「日新」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「サンド」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 サンド
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「ファイザー」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「Ｍｅ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 Ｍｅ　ファルマ
内用薬 グリメピリド錠３ｍｇ「フェルゼン」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ
内用薬 アマリール０．５ｍｇ錠 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 サノフィ
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「三和」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 三和化学研究所
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＺＥ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サンド」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日医工」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 あすか製薬
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＹＫ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「アメル」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「杏林」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハラ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「科研」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ケミファ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サワイ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タナベ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「トーワ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日新」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ファイザー」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「Ｍｅ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 Ｍｅ　ファルマ
内用薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「フェルゼン」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ
内用薬 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＫＮ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ケミファ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テバ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 グリメピリド １ｍｇ１錠 日医工
内用薬 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＫＮ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ケミファ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 日医工
内用薬 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ケミファ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「テバ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「日医工」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 スターシス錠３０ｍｇ ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 アステラス製薬



内用薬 ファスティック錠３０ ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ＥＡファーマ
内用薬 ナテグリニド錠３０ｍｇ「テバ」 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 スターシス錠９０ｍｇ ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 アステラス製薬
内用薬 ファスティック錠９０ ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ＥＡファーマ
内用薬 ナテグリニド錠９０ｍｇ「テバ」 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 エパルレスタット錠５０「ＥＫ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＹＤ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「アメル」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 キネダック錠５０ｍｇ エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＪＧ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「タカタ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「日医工」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「オーハラ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「トーワ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ケミファ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＮＰ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「フソー」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 東菱薬品工業
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 第一三共エスファ
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「杏林」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「武田テバ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 エビスタ錠６０ｍｇ ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 日本イーライリリー
内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＮ」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「テバ」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＤＫ」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 大興製薬
内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「日医工」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「日新」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「あゆみ」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 リザベンカプセル１００ｍｇ トラニラスト １００ｍｇ１カプセル キッセイ薬品工業
内用薬 トラニラストカプセル１００ｍｇ「タイヨー」 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル 武田テバファーマ
内用薬 トラニラストカプセル１００ｍｇ「ＣＨ」 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル 長生堂製薬
内用薬 トラニラストカプセル１００ｍｇ「トーワ」 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル 東和薬品
内用薬 リザベンドライシロップ５％ トラニラスト ５％１ｇ キッセイ薬品工業
内用薬 トラニラストＤＳ５％「ＣＨ」 トラニラスト ５％１ｇ 長生堂製薬
内用薬 アレジオン錠１０ エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日本ベーリンガーインゲルハイム
内用薬 塩酸エピナスチン錠１０ｍｇ「アメル」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）



内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＥＯ」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「イワキ」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 岩城製薬
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＳＮ」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 アレジオン錠２０ エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 日本ベーリンガーインゲルハイム
内用薬 塩酸エピナスチン錠２０ｍｇ「アメル」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏林」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「テバ」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日新」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＣＥＯ」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＳＮ」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「イワキ」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 岩城製薬
内用薬 アレジオンドライシロップ１％ エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ 日本ベーリンガーインゲルハイム
内用薬 エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用「日医工」 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ 日医工
内用薬 エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワイ」 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ 沢井製薬
内用薬 エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「トーワ」 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ 東和薬品
内用薬 エピナスチン塩酸塩内用液０．２％「タイヨー」 エピナスチン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ 武田テバファーマ
内用薬 プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＡＦＰ」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ
内用薬 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＣＥＯ」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 セオリアファーマ
内用薬 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「日医工」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 ヤクハン製薬
内用薬 プランルカスト錠２２５「ＥＫ」 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＡＦＰ」 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ
内用薬 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＴＹＫ」 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＣＥＯ」 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 セオリアファーマ
内用薬 プランルカスト錠２２５ｍｇ「日医工」 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 ヤクハン製薬
内用薬 オノンカプセル１１２．５ｍｇ プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセル 小野薬品工業
内用薬 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「ＤＫ」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセル 大興製薬
内用薬 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「科研」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセル シオノケミカル
内用薬 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「タイヨー」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセル 武田テバファーマ
内用薬 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセル 日医工
内用薬 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「トーワ」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセル 東和薬品
内用薬 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセル 沢井製薬
内用薬 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「ファイザー」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセル マイラン製薬
内用薬 プランルカストカプセル２２５ｍｇ「日医工」 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１カプセル 日医工
内用薬 オノンドライシロップ１０％ プランルカスト水和物 １０％１ｇ 小野薬品工業
内用薬 プランルカストドライシロップ１０％「ＡＦＰ」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ アルフレッサファーマ
内用薬 プランルカストドライシロップ１０％「ＤＫ」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ 大興製薬
内用薬 プランルカストＤＳ１０％「ＥＫ」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ 小林化工
内用薬 プランルカストドライシロップ１０％「ＮＰ」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ ニプロ
内用薬 プランルカストＤＳ１０％「オーハラ」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ 大原薬品工業
内用薬 プランルカストＤＳ１０％「サワイ」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ 沢井製薬
内用薬 プランルカストドライシロップ１０％「タイヨー」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ 武田テバファーマ
内用薬 プランルカストＤＳ１０％「タカタ」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ 高田製薬



内用薬 プランルカストＤＳ１０％「トーワ」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ 東和薬品
内用薬 プランルカストＤＳ１０％「日医工」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ 日医工
内用薬 プランルカストドライシロップ１０％「ＪＧ」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ 日本ジェネリック
内用薬 プランルカストドライシロップ１０％「ファイザー」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ マイラン製薬
内用薬 プランルカストＤＳ１０％「杏林」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ キョーリンリメディオ
内用薬 ジルテック錠５ セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ユーシービージャパン
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＨ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＴＢ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 寿製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＮＰ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＰＨ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「イワキ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 岩城製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５「オーハラ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ツルハラ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 ジルテック錠１０ セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ユーシービージャパン
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＴＢ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 寿製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＮＰ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＰＨ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「イワキ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 岩城製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０「オーハラ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「クニヒロ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ツルハラ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 セチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ジルテックドライシロップ１．２５％ セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ ユーシービージャパン
内用薬 セチリジン塩酸塩ＤＳ１．２５％「タカタ」 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ 高田製薬
内用薬 セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％「日医工」 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ 日医工
内用薬 アレグラ錠６０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 サノフィ



内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＮ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＦＦＰ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＮＰ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＣＫ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＺＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「アメル」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「杏林」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ケミファ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「三和」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ダイト」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「日新」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ファイザー」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「明治」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＣＥＯ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 セオリアファーマ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＪＧ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「タカタ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ツルハラ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＢＭＤ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ビオメディクス
内用薬 アレグラ錠３０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 サノフィ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＥＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＮ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＮＰ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＺＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「アメル」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「杏林」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ケミファ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「三和」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ダイト」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「トーワ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「日新」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ファイザー」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「明治」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＣＥＯ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 セオリアファーマ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＪＧ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「タカタ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ツルハラ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＢＭＤ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ビオメディクス
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＦＦＰ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＮＰ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「トーワ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＥＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＫＮ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「サワイ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 沢井製薬



内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＹＤ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＰ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「ＥＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「ＫＮ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 アレグラドライシロップ５％ フェキソフェナジン塩酸塩 ５％１ｇ サノフィ
内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ５％「トーワ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ５％１ｇ 東和薬品
内用薬 アレロック顆粒０．５％ オロパタジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 協和キリン
内用薬 オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「トーワ」 オロパタジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 東和薬品
内用薬 オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「ＭＥＥＫ」 オロパタジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 小林化工
内用薬 アレロック錠２．５ オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 協和キリン
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ビオメディクス
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「オーハラ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タカタ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「クニヒロ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰＩ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＳＵ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 アレロック錠５ オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 協和キリン
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ビオメディクス
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 エルメッド
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 全星薬品工業
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 大原薬品工業
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ファイザー



内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 皇漢堂製薬
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 鶴原製薬
内用薬 アレロックＯＤ錠２．５ オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 協和キリン
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「テバ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム２．５ｍｇ「マルホ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 救急薬品工業
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「フェルゼン」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「杏林」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 アレロックＯＤ錠５ オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 協和キリン
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 武田テバ薬品
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「マルホ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 救急薬品工業
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 日本ジェネリック
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「フェルゼン」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ
内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 オロパタジン塩酸塩ドライシロップ１％「日本臓器」 オロパタジン塩酸塩 １％１ｇ 日本臓器製薬
内用薬 ザイザル錠５ｍｇ レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＥＯ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 セオリアファーマ
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 共創未来ファーマ
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 共和薬品工業
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ダイト
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日本臓器」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 小財家興産
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ニプロ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「フェルゼン」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ



内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＣＥＯ」 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 セオリアファーマ
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タカタ」 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「日本臓器」 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 小財家興産
内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ニプロ」 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「日新」 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日新」 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 日新製薬（山形）
内用薬 ザイザルシロップ０．０５％ レボセチリジン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ グラクソ・スミスクライン
内用薬 レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「ＫＮ」 レボセチリジン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ 小林化工
内用薬 レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「アメル」 レボセチリジン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ 共和薬品工業
内用薬 レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「サワイ」 レボセチリジン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ 沢井製薬
内用薬 レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「トーワ」 レボセチリジン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ 東和薬品
内用薬 レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「ニプロ」 レボセチリジン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ 東亜薬品
内用薬 レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「ＴＣＫ」 レボセチリジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 辰巳化学
内用薬 レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ０．５％「ＹＤ」 レボセチリジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 陽進堂
内用薬 レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「杏林」 レボセチリジン塩酸塩 ０．５％１ｇ キョーリンリメディオ
内用薬 レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「タカタ」 レボセチリジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 高田製薬
内用薬 レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ０．５％「日本臓器」 レボセチリジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 日本臓器製薬
内用薬 フロモックス小児用細粒１００ｍｇ セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１ｇ 塩野義製薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％「ＣＨ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１ｇ 長生堂製薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％「ＹＤ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１ｇ 陽進堂
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％「トーワ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１ｇ 東和薬品
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒１０％小児用「日医工」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１ｇ 日医工ファーマ
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％「サワイ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１ｇ 沢井製薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％「ファイザー」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１ｇ マイラン製薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％「ＳＷ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１ｇ 沢井製薬
内用薬 フロモックス錠７５ｍｇ セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 ７５ｍｇ１錠 塩野義製薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「サワイ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 ７５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「ＣＨ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 ７５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「トーワ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 ７５ｍｇ１錠 シー・エイチ・オー新薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「日医工」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 ７５ｍｇ１錠 日医工ファーマ
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「ファイザー」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 ７５ｍｇ１錠 マイラン製薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「ＳＷ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 ７５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 フロモックス錠１００ｍｇ セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 塩野義製薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ＣＨ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 シー・エイチ・オー新薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 日医工ファーマ
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 マイラン製薬
内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ＳＷ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ルリッド錠１５０ ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 サノフィ
内用薬 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「サワイ」 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「日医工」 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 日医工ファーマ



内用薬 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「トーワ」 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 クラリス錠５０小児用 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 大正製薬
内用薬 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＣＨ」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＥＭＥＣ」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＮＰＩ」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「サワイ」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「タイヨー」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「タカタ」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「日医工」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 日医工
内用薬 クラリスロマイシン錠５０小児用「ＭＥＥＫ」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「マイラン」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 マイラン製薬
内用薬 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＮＰ」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「杏林」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「トーワ」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「ＴＣＫ」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＣＥＯ」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 セオリアファーマ
内用薬 クラリシッド錠２００ｍｇ クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 日本ケミファ
内用薬 クラリス錠２００ クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 大正製薬
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＣＨ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 メディサ新薬
内用薬 クラリスロマイシン錠２００「ＭＥＥＫ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰＩ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タイヨー」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 武田テバファーマ
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タカタ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「日医工」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 日医工
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「マイラン」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 マイラン製薬
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タナベ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「杏林」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「科研」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 シオノケミカル
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「フェルゼン」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＣＥＯ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 セオリアファーマ
内用薬 クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＥＭＥＣ」 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ メディサ新薬
内用薬 クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「サワイ」 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 沢井製薬
内用薬 クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「タカタ」 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 高田製薬
内用薬 クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 日本ケミファ
内用薬 クラリスドライシロップ１０％小児用 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 大正製薬
内用薬 クラリスロマイシンドライシロップ１０％小児用「タイヨー」 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 武田テバファーマ
内用薬 クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トーワ」 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 東和薬品
内用薬 クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「科研」 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ シオノケミカル
内用薬 クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＭＥＥＫ」 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 小林化工
内用薬 ラミシール錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 サンファーマ
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＣＨ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 長生堂製薬
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｆ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 富士製薬工業
内用薬 テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥＫ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 小林化工
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＮＰ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ニプロ
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＹＤ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 陽進堂
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サンド」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 サンド
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タイヨー」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 武田テバファーマ



内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タナベ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ケミファ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 日本薬品工業
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医工」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 日医工
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ファイザー
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 沢井製薬
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「トーワ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 東和薬品
内用薬 テルビナフィン塩酸塩錠１２５ｍｇ「フェルゼン」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 フェルゼンファーマ
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「イワキ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 岩城製薬
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＴＣＫ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 辰巳化学
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タカタ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 高田製薬
内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ダイト」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ダイト
外用薬 エイゾプト懸濁性点眼液１％ ブリンゾラミド １％１ｍＬ ノバルティス　ファーマ
外用薬 ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「センジュ」 ブリンゾラミド １％１ｍＬ 千寿製薬
外用薬 ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「ニットー」 ブリンゾラミド １％１ｍＬ 東亜薬品
外用薬 ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「サンド」 ブリンゾラミド １％１ｍＬ サンド


