
 

 

事 務 連 絡 

令和４年９月 29 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

 

 

後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停

止や出荷調整が頻発し、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局（以下「保

険医療機関等」という。）を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状

況にあることを踏まえ、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱い

について」（令和４年３月４日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「令和４年３月事務

連絡」という。）において、令和４年９月30日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・

同一投与形態の医薬品について、後発医薬品使用体制加算等における実績要件である後発医

薬品の使用（調剤）割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする

取扱いを講じたところである。 

厚生労働省としては、可能な限り早期に安定供給ができるよう、各製造販売業者に対して

早期の供給回復、引き続きの安定供給や増産等の対応をお願いしているところであるが、依

然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続き、代替後発医薬品の入手が困難な状況とな

っていることを踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等について、下記のとおり取りまとめた

ので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。 

 

記 

 

１．供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

（１）後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いに

ついて 

① 小林化工株式会社及び日医工株式会社に対する医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）による行政処分等

を契機として令和４年７月１日時点で供給が停止されていると医政局医薬産業振

御中 
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興・医療情報企画課に報告があった医薬品（以下「供給停止品目」という。）のう

ち、別添２に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後

発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体

制加算」及び「調剤基本料」注８に規定する減算（後発医薬品減算）（以下「加算

等」という。）における実績要件である後発医薬品の使用（調剤）割合（以下「新

指標の割合」という。）を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないも

のとする。 

  当該取扱いについては、令和４年 10月診療分から適用することとし、令和５年３

月 31日を終期とする。 

 

② ①の取扱いを行う場合においては、別添２に示す全ての品目について、新指標の

割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外す

ることは認められない。 

   また、①の取扱いについては、１月ごとに適用できることとし、加算等の施設基

準について、直近３月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該３月に

①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。 

なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしない

こととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ

値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認

すること。 

 

③ 新指標の割合を算出するに当たって、①の取扱いを採ることにより後発医薬品使

用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算及び後発医薬品調剤体制加算の実績要件

を満たす、又は後発医薬品減算に該当しない保険医療機関等は、各月の新指標の割

合等を記録するとともに、別紙様式（後発医薬品使用体制加算は様式１－１、外来

後発医薬品使用体制加算は様式１－２、後発医薬品調剤体制加算等は様式１－３）

を用いて各地方厚生（支）局に報告を行うこと。 

なお、この場合において前月と加算等の区分に変更が生じなくとも報告の対象と

なることに留意する。 

また、①の取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満た

さなくなる場合には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取

扱いについて」（令和４年３月４日保医発第 0304第２号）及び「特掲診療料の施設

基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和４年３月４日保医発

0304第３号）に従い、しかるべく変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医

薬品の使用割合等については、①の取扱いにより算出した割合を記載しても差し支

えないこととする。 

 

（２）（１）の③の報告時期について 

 （１）の①の取扱いを一部でも採ることにより加算等の対象となる保険医療機関等に



 

3 

 

係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わ

ない場合には、事前に各地方厚生（支）局に相談すること。 

  

① 令和４年 10月～11月診療分の加算等の算定に係る実績について、（１）の①の取

扱いを実施した保険医療機関等： 

  令和４年 11月 30日（水）までに、令和４年６月～10月診療における実績等につ

いて報告 

  

② 令和４年 12月～令和５年２月診療分の加算等の算定に係る実績について、（１）

の①の取扱いを実施した保険医療機関等： 

    令和５年２月 28 日（火）までに、令和４年８月～令和５年１月診療における実績

等について報告（上記の①の報告を実施した場合も報告すること。） 

 

 

２．その他の診療報酬の取扱いについて 

  別添１のとおりとする。 
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（別添１） 

 

【共通】 

問１ １（１）の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事

務連絡の別添２に示す品目ではなく、令和４年３月４日に発出された事務連絡「後発

医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添２の品

目を除外対象とすることは可能か。 

（答）本年７月１日時点の状況を踏まえて本事務連絡の別添２に示す品目を示していること

から、10 月診療分以降の加算等の実績要件を判断するに当たっては、本年６月の新指

標の使用割合については令和４年３月事務連絡の別添２－２に示す品目を除外して、本

年７月以降の新指標の使用割合については本事務連絡の別添２に示す品目を除外して

算出することができる。 

 

【医科】 

問２ １（１）の①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一

般名処方加算１及び２は算定できるか。 

（答）算定可。なお、今回の臨時的な取扱いについては、加算等の施設基準における新指標

の割合の算出等に係るものであり、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の

取扱いを変更するものではない。 

 

 

以上 

 



【　様　式　１－１　】

※「★」が記載されている項目は、プルダウンから選択して入力してください。手書きで記載する場合には、「各項目の選択肢」のシートを参照し、プルダウンで設定されている選択肢以外は記載しないよう、ご留意ください。

都道府県番号
★１～47
より選択

保険医療機関
名称

保険医療機関
コード

令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

令和４年
８月

令和４年
９月

令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

令和４年
８月

令和４年
９月

令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

令和４年
８月

令和４年
９月

令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

担当者（所属、氏名）
／連絡先

（例） 2022/7/20 13 厚生労働省A病院 △△△△△△△△△ （後発使○）第○号
後発使３

（75％以上）
後発使３

（75％以上）
◎後発使２
（85％以上）

後発使２
（85％以上）

82.2 82.1 82.3 83.4 82.3 82.3 82.4 83.1 85.1 83.2 60.3 60.5 60.7 60.9 60.7
○○○○／△△－△△△△－△
△△△

その他
届け出ている後発医薬品使用体制加算（9月29日事務連絡に示す臨時的な取扱いを適用

した場合は「◎後発使１～３」を選択してください。）
★プルダウンより選択

（１）通常の場合（9月29日事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療
報酬上の臨時的な取扱いについて」に示す臨時的な取扱いを適用しない場合）の

新指標の割合（％）
保険医療機関等情報

報告日 受理番号

（２）9月29日事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時
的な取扱いについて」に示す臨時的な取扱いを適用した場合の新指標の割合

（％）
カットオフ値の割合（％）

（後発使１）：後発医薬品使用体制加算１（90%以上）

（後発使２）：後発医薬品使用体制加算２（85%以上）

（後発使３）：後発医薬品使用体制加算３（75%以上）



【　様　式　１－２　】

※「★」が記載されている項目は、プルダウンから選択して入力してください。手書きで記載する場合には、「各項目の選択肢」のシートを参照し、プルダウンで設定されている選択肢以外は記載しないよう、ご留意ください。

都道府県番号

★１～47
より選択

保険医療機関
名称

保険医療機関
コード

令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

令和４年
６月

令和４年
７月

令和４年
８月

令和４年
９月

令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

令和４年
６月

令和４年
７月

令和４年
８月

令和４年
９月

令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

令和４年
６月

令和４年
７月

令和４年
８月

令和４年
９月

令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

担当者（所属、氏名）
／連絡先

（例） 2022/7/20 13 厚生労働省B診療所 △△△△△△△△△ （外後発使）第○号
◎外後発使２
（85％以上）

◎外後発使２
（85％以上）

外後発使２
（85％以上）

◎外後発使２
（85％以上）

84.3 84.5 84.1 84.9 85.3 85.2 84.4 85.3 85.2 85.1 84.9 85.8 85.5 85.7 60.1 60.3 60.5 60.7 60.8 60.4 60.6
○○○○／△△－△△△△－△
△△△

報告日

（１）通常の場合（9月29日事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱
いについて」に示す臨時的な取扱いを適用しない場合）の新指標の割合（％）

（２）9月29日事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」
に示す臨時的な取扱いを適用した場合の新指標の割合（％）

その他カットオフ値の割合（％）保険医療機関情報

受理番号

届け出ている外来後発医薬品使用体制加算（9月29日事務連絡に示す臨時的な取扱いを適用した場
合は「◎外後発使１～３」を選択してください。）

★プルダウンより選択

（外後発使１）：外来後発医薬品使用体制加算１（90％以上）

（外後発使２）：外来後発医薬品使用体制加算２（85％以上）

（外後発使３）：外来後発医薬品使用体制加算３（75％以上）



【　様　式　１－３　】

※「★」が記載されている項目は、プルダウンから選択して入力してください。手書きで記載する場合には、「各項目の選択肢」のシートを参照し、プルダウンで設定されている選択肢以外は記載しないよう、ご留意ください。

都道府県番号

★１～47
より選択

保険薬局名称 保険薬局コード
令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

令和４年
６月

令和４年
７月

令和４年
８月

令和４年
９月

令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

令和４年
６月

令和４年
７月

令和４年
８月

令和４年
９月

令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

令和４年
６月

令和４年
７月

令和４年
８月

令和４年
９月

令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

令和４年
６月

令和４年
７月

令和４年
８月

令和４年
９月

令和４年
10月

令和４年
11月

令和４年
12月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

担当者（所属、氏名）
／連絡先

（例） 2022/7/20 13 厚生労働省C薬局 △△△△△△△△△ （後発調○）第○号
◎後発調３
（90％以上）

◎後発調３
（90％以上）

後発調３
（90％以上）

後発調３
（90％以上）

4000 4300 4500 5000 4700 4200 4300 89.3 89.5 88.4 90.5 89.8 90.2 90.1 91.1 91.2 90.8 90.5 91.4 91.3 90.8 61.3 61.5 62.1 61.3 61.7 60.5 60.7
○○○○／△△－△△△△－△
△△△

（１）通常の場合（9月29日事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な
取扱いについて」に示す臨時的な取扱いを適用しない場合）の新指標の割合（％）

（２）9月29日事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについ
て」に示す臨時的な取扱いを適用した場合の新指標の割合（％）

その他カットオフ値の割合（％）

報告日

保険薬局情報

受理番号

処方箋受付回数（回）
届け出ている後発医薬品調剤体制加算等（9月29日事務連絡に示す臨時的な取扱い

を適用した場合は「◎後発調１～３、◎後発減算」を選択してください。）
★プルダウンより選択

（後発調１）：後発医薬品調剤体制加算１（80％以上）

（後発調２）：後発医薬品調剤体制加算２（85％以上）

（後発調３）：後発医薬品調剤体制加算３（90％以上）

（後発減算）：後発医薬品減算（50％以下）



別添２

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

内用薬 1124007F1011 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 　 トリアゾラム０．１２５ｍｇ錠 5.70
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 7.10
内用薬 1124007F2018 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 　 トリアゾラム０．２５ｍｇ錠 5.90
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 10.70
内用薬 1124009F1010 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 　 ブロチゾラム０．２５ｍｇ錠 10.10
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
16.80

内用薬 1124009F2017 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 　 ブロチゾラム０．２５ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
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
16.80

内用薬 1124026C1018 トフィソパム １０％１ｇ 　 トフィソパム１０％細粒 6.90
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 14.50
内用薬 1124026F1014 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 　 トフィソパム５０ｍｇ錠 5.90
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 11.20
内用薬 1129006F1013 リルマザホン塩酸塩水和物 １ｍｇ１錠 　 リルマザホン塩酸塩１ｍｇ錠 7.70
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 13.10
内用薬 1129006F2010 リルマザホン塩酸塩水和物 ２ｍｇ１錠 　 リルマザホン塩酸塩２ｍｇ錠 12.30
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 21.20
内用薬 1129008F1012 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５ｍｇ錠 6.80
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 住友ファーマ 12.30
内用薬 1129008F2019 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１０ｍｇ錠 11.80
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 住友ファーマ 21.30
内用薬 1129008F3015 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２０ｍｇ錠 22.70
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 住友ファーマ 37.40
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 10.10
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 27.30
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 10.90
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 44.90
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「ＤＫ」 大興製薬 14.50
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「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 14.50
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「ＥＥ」 エルメッド 14.50
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「ＫＮ」 小林化工 14.50
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「ＴＣＫ」 辰巳化学 14.50
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「ＹＤ」 陽進堂 14.50
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「ＺＥ」 全星薬品工業 14.50
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 14.50
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 14.50
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 14.50
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 14.50
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 14.50
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） 14.50
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
14.50

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「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 14.50
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「ＮＰＩ」 東洋カプセル 14.50
内用薬 1129009F3010 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 　 ゾルピデム酒石酸塩５ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
内用薬 1129009F3052 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 　 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「モチ

ダ」
救急薬品工業 15.90

内用薬 1129009F4016 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 　 ゾルピデム酒石酸塩１０ｍｇ口腔内崩壊錠 10.90
内用薬 1129009F4024 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 　 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 14.50
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 14.50
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 14.50
内用薬 1129009F4059 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 　 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ「モ

チダ」
救急薬品工業 26.20

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 14.50
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 40.50
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 60.50
内用薬 1149032F1019 エトドラク １００ｍｇ１錠 　 エトドラク１００ｍｇ錠 6.40
内用薬 1149032F1027 エトドラク １００ｍｇ１錠 　 ハイペン錠１００ｍｇ 日本新薬 12.70
内用薬 1149032F1035 エトドラク １００ｍｇ１錠 　 オステラック錠１００ あすか製薬 13.40
内用薬 1149032F2015 エトドラク ２００ｍｇ１錠 　 エトドラク２００ｍｇ錠 8.70
内用薬 1149032F2023 エトドラク ２００ｍｇ１錠 　 ハイペン錠２００ｍｇ 日本新薬 17.90
内用薬 1149032F2031 エトドラク ２００ｍｇ１錠 　 オステラック錠２００ あすか製薬 18.30
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
29.90

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

あすか製薬 11.60

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

第一三共エスファ 11.60

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

エルメッド 11.60

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

共創未来ファーマ 11.60

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

日本ジェネリック 11.60

内用薬 1169012F1090 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 　 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 11.60

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

陽進堂 11.60

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

共和薬品工業 11.60

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

沢井製薬 11.60

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

高田製薬 11.60

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

日医工 11.60

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

日新製薬（山形） 11.60

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０．１２５ｍｇ
「ファイザー」

マイランＥＰＤ 11.60

内用薬 1169012F1219 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠 　 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｖ
ＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 11.60

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

102.40

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 41.50
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「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エスファ 41.50

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 41.50
内用薬 1169012F2061 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 　 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＦＦ

Ｐ」
共創未来ファーマ 41.50

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 41.50
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「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 41.50

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 41.50
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 41.50

後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目
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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 41.50
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 41.50

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 41.50
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） 41.50
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ＥＰＤ 41.50

内用薬 1169012F2215 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「ＶＴＲ
Ｓ」

マイランＥＰＤ 41.50

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０．１２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 11.60

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

東和薬品 41.50

内用薬 1169012G1010 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０．３７５ｍｇ徐放錠 25.80
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
87.10

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０．３７５ｍｇ
ＭＩ「ＪＧ」

日本ジェネリック 28.50

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０．３７５ｍｇ
ＭＩ「アメル」

共和薬品工業 28.50

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０．３７５ｍｇ
ＭＩ「トーワ」

東和薬品 28.50

内用薬 1169012G2016 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１．５ｍｇ徐放錠 89.50
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
298.80

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１．５ｍｇＭＩ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 94.50

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１．５ｍｇＭＩ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 94.50

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１．５ｍｇＭＩ
「アメル」

共和薬品工業 94.50

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１．５ｍｇＭＩ
「サワイ」

沢井製薬 94.50

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１．５ｍｇＭＩ
「トーワ」

東和薬品 94.50

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

31.90

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 11.00
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
110.70

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 35.50
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
194.90

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 62.70
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 11.00
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 35.50
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 62.70
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
169.20

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 67.50
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 67.50
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 67.50
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
570.20

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 230.50
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 230.50
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 230.50
内用薬 1169014F1013 エンタカポン １００ｍｇ１錠 　 エンタカポン１００ｍｇ錠 34.90
内用薬 1169014F1021 エンタカポン １００ｍｇ１錠 局 コムタン錠１００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
126.00

内用薬 1169014F1048 エンタカポン １００ｍｇ１錠 局 エンタカポン錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 41.70
内用薬 1169014F1064 エンタカポン １００ｍｇ１錠 局 エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 41.70
内用薬 1179008F1014 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 　 マプロチリン塩酸塩１０ｍｇ錠 5.90
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 8.20
内用薬 1179008F2010 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 　 マプロチリン塩酸塩２５ｍｇ錠 10.80
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 16.40
内用薬 1179008F3017 マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 　 マプロチリン塩酸塩５０ｍｇ錠 23.00
内用薬 1179024C1017 ゾテピン １０％１ｇ 　 ゾテピン１０％細粒 19.20
内用薬 1179024C1033 ゾテピン １０％１ｇ 　 ロドピン細粒１０％ ＬＴＬファーマ 48.30
内用薬 1179024C1106 ゾテピン １０％１ｇ 　 ゾテピン細粒１０％「タカタ」 高田製薬 36.10
内用薬 1179024C2013 ゾテピン ５０％１ｇ 　 ゾテピン５０％細粒 81.60
内用薬 1179024C2021 ゾテピン ５０％１ｇ 　 ロドピン細粒５０％ ＬＴＬファーマ 208.90
内用薬 1179024C2080 ゾテピン ５０％１ｇ 　 ゾテピン細粒５０％「タカタ」 高田製薬 126.30
内用薬 1179024F1013 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 　 ゾテピン２５ｍｇ錠 5.90
内用薬 1179024F1030 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 　 ロドピン錠２５ｍｇ ＬＴＬファーマ 12.90
内用薬 1179024F1099 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 　 ゾテピン錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 10.00
内用薬 1179024F2010 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 　 ゾテピン５０ｍｇ錠 9.00
内用薬 1179024F2036 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 　 ロドピン錠５０ｍｇ ＬＴＬファーマ 22.30
内用薬 1179024F2095 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 　 ゾテピン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 17.00
内用薬 1179024F3016 ゾテピン １００ｍｇ１錠 　 ゾテピン１００ｍｇ錠 16.10
内用薬 1179024F3024 ゾテピン １００ｍｇ１錠 　 ロドピン錠１００ｍｇ ＬＴＬファーマ 41.40
内用薬 1179024F3083 ゾテピン １００ｍｇ１錠 　 ゾテピン錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 33.50
内用薬 1179038C1019 リスペリドン １％１ｇ 　 リスペリドン１％細粒 52.50
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 141.10
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 85.70
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 85.70
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 85.70
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 85.70
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 85.70
内用薬 1179038F1015 リスペリドン １ｍｇ１錠 　 リスペリドン１ｍｇ錠 10.10
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 18.80
内用薬 1179038F2011 リスペリドン ２ｍｇ１錠 　 リスペリドン２ｍｇ錠 10.10
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 29.30
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 16.60
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 16.60
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 16.60
内用薬 1179038F3018 リスペリドン ３ｍｇ１錠 　 リスペリドン３ｍｇ錠 13.90
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 40.70
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 24.90
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 24.90
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 24.90
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 24.90
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 24.90
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 24.90
内用薬 1179038F4014 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 　 リスペリドン０．５ｍｇ錠 10.10
内用薬 1179038F5010 リスペリドン １ｍｇ１錠 　 リスペリドン１ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
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 18.80
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内用薬 1179038F6017 リスペリドン ２ｍｇ１錠 　 リスペリドン２ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
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 29.30
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 16.60
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 16.60
内用薬 1179038F7013 リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 　 リスペリドン０．５ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
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 10.30
内用薬 1179038F8010 リスペリドン ３ｍｇ１錠 　 リスペリドン３ｍｇ口腔内崩壊錠 13.90
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 24.90
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 24.90
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 24.90
内用薬 1179038S1013 リスペリドン ０．１％１ｍＬ 　 リスペリドン０．１％液 26.40
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 51.00
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 36.20
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 36.20
内用薬 1179038S2010 リスペリドン ０．１％０．５ｍＬ１包 　 リスペリドン０．１％０．５ｍＬ液 17.70
内用薬 1179038S3016 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 　 リスペリドン０．１％１ｍＬ液 37.10
内用薬 1179038S4012 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 　 リスペリドン０．１％２ｍＬ液 45.90
内用薬 1179038S5019 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 　 リスペリドン０．１％３ｍＬ液 66.20
内用薬 1179040F1012 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 　 ミルナシプラン塩酸塩１５ｍｇ錠 9.00
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 14.00
内用薬 1179040F2019 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 　 ミルナシプラン塩酸塩２５ｍｇ錠 9.30
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 12.60
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 12.60
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 12.60
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 12.60
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 19.70
内用薬 1179040F3015 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 　 ミルナシプラン塩酸塩１２．５ｍｇ錠 8.40
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 10.90
内用薬 1179040F4011 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 　 ミルナシプラン塩酸塩５０ｍｇ錠 20.90
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 33.10
内用薬 1179045B1013 アリピプラゾール １％１ｇ 　 アリピプラゾール１％散 23.10
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 102.30
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 32.90
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 32.90
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
32.90

内用薬 1179045C1019 アリピプラゾール １％１ｇ 　 アリピプラゾール１％細粒 23.10
内用薬 1179045F1015 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 　 アリピプラゾール３ｍｇ錠 8.20
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 50.00
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 16.10
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
16.10

内用薬 1179045F2011 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 　 アリピプラゾール６ｍｇ錠 15.00
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 95.50
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 30.90
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 30.90
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
30.90

内用薬 1179045F3018 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 　 アリピプラゾール１２ｍｇ錠 28.80
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 179.10
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
59.20

内用薬 1179045F4014 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 　 アリピプラゾール３ｍｇ口腔内崩壊錠 8.20
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 50.00
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「ＪＧ」 日本ジェネリック 16.10
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
16.10

内用薬 1179045F5010 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 　 アリピプラゾール６ｍｇ口腔内崩壊錠 15.00
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 95.50
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「ＪＧ」 日本ジェネリック 30.90
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
30.90

内用薬 1179045F6017 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 　 アリピプラゾール１２ｍｇ口腔内崩壊錠 28.80
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 179.10
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「ＪＧ」 日本ジェネリック 59.20
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
59.20

内用薬 1179045F7013 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 　 アリピプラゾール２４ｍｇ口腔内崩壊錠 59.60
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 371.30
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 22.60
内用薬 1179045F8036 アリピプラゾール １ｍｇ１錠 　 アリピプラゾール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.90
内用薬 1179045F9016 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 　 アリピプラゾール２４ｍｇ錠 59.60
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 48.90
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 41.10

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 41.10
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
41.10

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 41.10
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 41.10
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 41.10
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 79.50

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 79.50
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
79.50

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 79.50
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 79.50
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 79.50
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 166.10

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 166.10
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
166.10

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 166.10
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 166.10

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 166.10
内用薬 1179045S5027 アリピプラゾール ０．１％１ｍＬ１包 　 アリピプラゾール内用液１ｍｇ分包「サワイ」 沢井製薬 14.40
内用薬 1249009F1015 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 　 エペリゾン塩酸塩５０ｍｇ錠 5.90
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 11.60
内用薬 1249010D1017 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ 　 チザニジン塩酸塩０．２％顆粒 10.60
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 22.30
内用薬 1249010F1018 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 　 チザニジン塩酸塩１ｍｇ錠 5.90
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 11.00
内用薬 1339002F1012 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 　 ジフェニドール塩酸塩２５ｍｇ錠 5.70
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「ＣＨ」 長生堂製薬 5.90



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

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 9.20
内用薬 2123011F1015 アテノロール ２５ｍｇ１錠 　 アテノロール２５ｍｇ錠 5.90
内用薬 2123011F1155 アテノロール ２５ｍｇ１錠 　 テノーミン錠２５ 太陽ファルマ 11.70
内用薬 2123011F2011 アテノロール ５０ｍｇ１錠 　 アテノロール５０ｍｇ錠 5.90
内用薬 2123011F2437 アテノロール ５０ｍｇ１錠 　 テノーミン錠５０ 太陽ファルマ 12.60
内用薬 2129003F1014 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 　 メキシレチン塩酸塩５０ｍｇ錠 5.90
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「ＫＣＣ」 共和クリティケア 10.50
内用薬 2129003F2010 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 　 メキシレチン塩酸塩１００ｍｇ錠 7.50
内用薬 2129003M1013 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 　 メキシレチン塩酸塩５０ｍｇカプセル 5.90
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 太陽ファルマ 12.50
内用薬 2129003M2010 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 　 メキシレチン塩酸塩１００ｍｇカプセル 7.50
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 太陽ファルマ 18.60
内用薬 2129008M1016 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル 　 ピルシカイニド塩酸塩２５ｍｇカプセル 15.30
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 32.00
内用薬 2129008M2012 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル 　 ピルシカイニド塩酸塩５０ｍｇカプセル 26.00
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 53.60
内用薬 2144002C1036 エナラプリルマレイン酸塩 １％１ｇ 　 エナラプリルマレイン酸塩細粒１％「アメル」 共和薬品工業 61.30
内用薬 2144002F1016 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 エナラプリルマレイン酸塩２．５ｍｇ錠 10.10
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 オルガノン 17.30
内用薬 2144002F2012 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 　 エナラプリルマレイン酸塩５ｍｇ錠 10.10
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 オルガノン 20.20
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 10.10
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 オルガノン 26.80
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 13.40
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 13.40

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 13.40

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」

マイランＥＰＤ 13.40

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 13.40
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 13.40

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「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 13.40
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 13.40

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「Ｎｉｋ
Ｐ」

日医工ファーマ 13.40

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） 13.40
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 13.40

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

13.40

内用薬 2144002F3353 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「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 13.40

内用薬 2144002F3361 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「アメ
ル」

共和薬品工業 13.40
内用薬 2144002F3388 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「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 13.40

内用薬 2144002F3396 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「ＶＴＲ
Ｓ」

マイランＥＰＤ 13.40

内用薬 2144006F1014 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 　 リシノプリル５ｍｇ錠 10.10
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 18.60
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 20.20
内用薬 2144006F2010 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 　 リシノプリル１０ｍｇ錠 10.10
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 24.00
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 24.50
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 14.10
内用薬 2144006F3017 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 　 リシノプリル２０ｍｇ錠 12.80
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 31.50
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 31.50
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 15.90
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」 日医工岐阜工場 15.90
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 15.90
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 15.90
内用薬 2144006F3149 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 15.90
内用薬 2144008F1013 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 イミダプリル塩酸塩２．５ｍｇ錠 10.40
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 23.90
内用薬 2144008F2010 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 イミダプリル塩酸塩５ｍｇ錠 18.60
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 42.00
内用薬 2144008F3016 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 　 イミダプリル塩酸塩１０ｍｇ錠 37.80
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 81.40
内用薬 2144009F1018 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 　 テモカプリル塩酸塩１ｍｇ錠 10.10
内用薬 2144009F1026 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 エースコール錠１ｍｇ アルフレッサファー

マ
25.70

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 13.80
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 13.80
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 13.80
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 13.80
内用薬 2144009F2014 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 　 テモカプリル塩酸塩２ｍｇ錠 21.40
内用薬 2144009F2022 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 エースコール錠２ｍｇ アルフレッサファー

マ
48.20

内用薬 2144009F3010 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 　 テモカプリル塩酸塩４ｍｇ錠 42.80
内用薬 2144009F3029 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 エースコール錠４ｍｇ アルフレッサファー

マ
95.60

内用薬 2144012F1010 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２ｍｇ錠 21.20
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 43.00
内用薬 2144012F2016 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４ｍｇ錠 36.90
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 75.60
内用薬 2149019B1016 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ 　 ニカルジピン塩酸塩１０％散 14.70
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 30.90
内用薬 2149019F1018 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 　 ニカルジピン塩酸塩１０ｍｇ錠 5.70
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 7.80
内用薬 2149019F2014 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 　 ニカルジピン塩酸塩２０ｍｇ錠 5.70
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 11.20
内用薬 2149019N1012 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル 　 ニカルジピン塩酸塩２０ｍｇ徐放カプセル 5.70
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 11.20
内用薬 2149019N2019 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル 　 ニカルジピン塩酸塩４０ｍｇ徐放カプセル 5.90
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 11.70
内用薬 2149022F1010 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 　 ニルバジピン２ｍｇ錠 9.80
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 11.30
内用薬 2149022F2016 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 　 ニルバジピン４ｍｇ錠 10.10
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 21.10
内用薬 2149026F1018 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 　 ドキサゾシンメシル酸塩０．５ｍｇ錠 10.10
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 ヴィアトリス製薬 13.10
内用薬 2149026F2014 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 　 ドキサゾシンメシル酸塩１ｍｇ錠 10.10
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 ヴィアトリス製薬 20.00
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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 10.10
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 ヴィアトリス製薬 25.40
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 11.30
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 11.30
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 11.30
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 11.30
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 11.30
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 11.30
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） 11.30
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 11.30
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 11.30
内用薬 2149026F3304 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 11.30
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 15.80
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 ヴィアトリス製薬 50.40
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 24.30
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 24.30
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 24.30
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 24.30
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 24.30
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 24.30
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） 24.30
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 24.30
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 24.30
内用薬 2149026F4254 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 24.30
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 ヴィアトリス製薬 13.10
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 ヴィアトリス製薬 20.00
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 ヴィアトリス製薬 25.40
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 ヴィアトリス製薬 50.40
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 10.20
内用薬 2149039F1031 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ニューロタン錠２５ｍｇ オルガノン 42.00
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 13.40
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 13.40
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 22.00
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 13.40
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 13.40
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
13.40

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「ＡＡ」 あすか製薬 13.40
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「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 13.40
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「ＪＧ」 日本ジェネリック 13.40
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「ＴＣＫ」 辰巳化学 13.40
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「ＺＥ」 全星薬品工業 13.40
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
13.40

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 22.00
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 13.40
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 18.70
内用薬 2149039F2038 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ニューロタン錠５０ｍｇ オルガノン 81.40
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 26.10
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 26.10
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 26.10
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 26.10
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 26.10
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」 マイランＥＰＤ 26.10
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
26.10

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「ＡＡ」 あすか製薬 26.10
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「ＤＫ」 大興製薬 26.10
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「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 26.10
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「ＪＧ」 日本ジェネリック 26.10
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「ＴＣＫ」 辰巳化学 26.10
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「ＺＥ」 全星薬品工業 26.10
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
26.10

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 26.10
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 26.10
内用薬 2149039F2372 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 26.10
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 32.00
内用薬 2149039F3026 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ニューロタン錠１００ｍｇ オルガノン 115.20
内用薬 2149039F3034 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 38.50
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 38.50
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 38.50
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 38.50
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 38.50
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） 38.50
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
38.50

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「ＡＡ」 あすか製薬 38.50
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「ＤＫ」 大興製薬 38.50
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「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 38.50
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「ＮＰ」 ニプロ 38.50
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「ＴＣＫ」 辰巳化学 87.10
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
87.10

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 38.50
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 38.50
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 38.50
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「ＮＰＩ」 日本薬品工業 38.50
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 10.10
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 24.60
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 10.10
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 41.40
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 21.30
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 20.10
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 21.30
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 14.70
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 76.40
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 39.70
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 39.70
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 39.70
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 19.90
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 100.90
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 45.30



区分
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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「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 45.30
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 45.30
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 45.30
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口腔内崩壊

錠
10.10

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口腔内崩壊
錠

10.10
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口腔内崩壊

錠
14.70

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「ＥＥ」 エルメッド 45.30
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「ＫＮ」 小林化工 51.80
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 45.30
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 45.30
内用薬 2149041F1012 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 　 バルサルタン２０ｍｇ錠 10.10
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
20.00

内用薬 2149041F2019 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 　 バルサルタン４０ｍｇ錠 10.10
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
25.30

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

45.60

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 18.20
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 18.20
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 22.80
内用薬 2149041F3082 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 18.20
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 18.20
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 18.20
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 18.20
内用薬 2149041F3155 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 18.20
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 18.20
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 18.20
内用薬 2149041F3198 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
18.20

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 18.20
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 18.20
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 18.20
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 18.20
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 18.20
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 18.20
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 18.20
内用薬 2149041F3287 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「日医工」 日医工 18.20
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） 18.20
内用薬 2149041F3309 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 18.20
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」 マイランＥＰＤ 18.20
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 18.20
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 18.20
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 18.20
内用薬 2149041F3384 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 18.20
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
66.00

内用薬 2149041F4054 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 26.30
内用薬 2149041F4062 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 26.30
内用薬 2149041F4070 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 26.30
内用薬 2149041F4089 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 26.30
内用薬 2149041F4097 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 26.30
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 26.30
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 26.30
内用薬 2149041F4151 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 26.30
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 26.30
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 39.80
内用薬 2149041F4194 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
26.30

内用薬 2149041F4208 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 26.30
内用薬 2149041F4224 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 26.30
内用薬 2149041F4232 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「サンド」 サンド 26.30
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 26.30
内用薬 2149041F4259 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 26.30
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 26.30
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 26.30
内用薬 2149041F4283 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「日医工」 日医工 26.30
内用薬 2149041F4291 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 26.30
内用薬 2149041F4305 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 26.30
内用薬 2149041F4313 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ファイザー」 マイランＥＰＤ 26.30
内用薬 2149041F4330 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 26.30
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 26.30
内用薬 2149041F4364 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 26.30
内用薬 2149041F4380 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 26.30
内用薬 2149041F5018 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 　 バルサルタン２０ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
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
20.00

内用薬 2149041F6014 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 　 バルサルタン４０ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
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
25.30

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

45.60

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 18.20
内用薬 2149041F7045 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 　 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 18.20
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 18.20
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 18.20
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
66.00

内用薬 2149041F8033 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 　 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 26.30
内用薬 2149041F8041 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 　 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 26.30
内用薬 2149041F8068 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 　 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「日医工」 日医工 26.30
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 26.30
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ＡＰ錠 12.70
内用薬 2149113F1027 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 局 ミコンビ配合錠ＡＰ 日本ベーリンガーイ

ンゲルハイム
83.40

内用薬 2149113F1035 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 局 テルチア配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 31.60
内用薬 2149113F1043 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 局 テルチア配合錠ＡＰ「サワイ」 沢井製薬 31.60
内用薬 2149113F1051 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 局 テルチア配合錠ＡＰ「武田テバ」 武田テバファーマ 31.60
内用薬 2149113F1060 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 局 テルチア配合錠ＡＰ「トーワ」 東和薬品 31.60
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ＢＰ錠 16.60
内用薬 2149113F2023 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 局 ミコンビ配合錠ＢＰ 日本ベーリンガーイ

ンゲルハイム
117.20

内用薬 2149113F2031 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 局 テルチア配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 45.10
内用薬 2149113F2040 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 局 テルチア配合錠ＢＰ「サワイ」 沢井製薬 45.10
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内用薬 2149113F2058 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 局 テルチア配合錠ＢＰ「武田テバ」 武田テバファーマ 45.10
内用薬 2149113F2066 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 局 テルチア配合錠ＢＰ「トーワ」 東和薬品 45.10
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 14.80
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
46.50

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 22.00
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 24.40
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 22.00
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 22.00
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 24.40
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 22.00
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 22.00
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 22.00
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 22.00
内用薬 2149114F2010 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口腔内

崩壊錠
14.80

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

46.50

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 22.00
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 22.00
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ＡＰ

錠
13.10

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

70.90

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 30.10
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 30.10
内用薬 2149117F1050 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 局 テラムロ配合錠ＡＰ「サワイ」 沢井製薬 30.10
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」 日医工岐阜工場 30.10
内用薬 2149117F1076 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 局 テラムロ配合錠ＡＰ「トーワ」 東和薬品 30.10
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 30.10
内用薬 2149117F1114 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「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 30.10
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ＢＰ

錠
19.30

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

106.90

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 45.10
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 45.10
内用薬 2149117F2056 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 局 テラムロ配合錠ＢＰ「サワイ」 沢井製薬 45.10
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」 日医工岐阜工場 45.10
内用薬 2149117F2072 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 局 テラムロ配合錠ＢＰ「トーワ」 東和薬品 45.10
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 45.10
内用薬 2149117F2110 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「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 45.10
内用薬 2171005F1017 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 　 ジラゼプ塩酸塩５０ｍｇ錠 5.70
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 7.70
内用薬 2171005F2013 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 　 ジラゼプ塩酸塩１００ｍｇ錠 5.90
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 11.20
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 20.30
内用薬 2171010F1018 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 　 ジピリダモール１２．５ｍｇ錠 5.80
内用薬 2171010F2014 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 　 ジピリダモール２５ｍｇ錠 5.80
内用薬 2171010F3010 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 　 ジピリダモール１００ｍｇ錠 5.90
内用薬 2171010F3053 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 　 ペルサンチン錠１００ｍｇ Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｐ

ａｒｋｌａｎｄ
10.90

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 10.10
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 ヴィアトリス製薬 18.60
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 住友ファーマ 17.20
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 10.10
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 ヴィアトリス製薬 22.10
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 住友ファーマ 21.40
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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） 10.80
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 10.80
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
10.80

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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.80

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 10.80
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 10.80
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
10.80

内用薬 2171022F3013 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口腔内崩壊
錠

10.10
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 住友ファーマ 17.20
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 ヴィアトリス製薬 18.60
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 10.10
内用薬 2171022F4010 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口腔内崩壊錠 10.10
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 住友ファーマ 21.40
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 10.80
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 ヴィアトリス製薬 22.10
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 10.80
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 10.80
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） 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80
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 10.80



区分
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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 10.80
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 10.80
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.80

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「ＥＭＥＣ」 エルメッド 10.80
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 10.80
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 10.80
内用薬 2171022F4303 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 　 アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 10.80
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
10.80

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 10.80
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 10.10
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 住友ファーマ 34.40
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 ヴィアトリス製薬 35.40
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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） 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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
18.70

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 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
18.70

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 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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
18.70

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 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
内用薬 2171022F6012 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口腔内崩壊錠 10.10
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 住友ファーマ 34.40
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 ヴィアトリス製薬 35.40
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 18.70
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「ＥＭＥＣ」 エルメッド 18.70
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 18.70
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 18.70
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「ＴＣＫ」 辰巳化学 18.70
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 18.70
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 18.70
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
18.70

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 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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） 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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 18.70
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
18.70

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 18.70
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 18.70
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 18.70
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 10.10
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 19.60
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 10.10
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 15.80
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 10.10
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 20.20
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 13.70
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 37.00
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 19.30
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 19.30
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 19.30
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 19.30
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 19.30

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「ＭＥＤ」 メディサ新薬 19.30
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 19.30
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 19.30
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 19.30
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 19.30

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 19.30
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「ＴＣＫ」 辰巳化学 19.30
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 19.30
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「ＮＳ」 日新製薬（山形） 19.30
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 19.30
内用薬 2189010F2507 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「ＹＤ」 陽進堂 19.30
内用薬 2189011F1017 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 　 シンバスタチン５ｍｇ錠 14.60
内用薬 2189011F1025 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 リポバス錠５ オルガノン 43.00
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 22.60
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ＥＰＤ 22.60
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 22.60
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 22.60
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 22.60
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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 22.60
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 22.60
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 22.60
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 22.60
内用薬 2189011F1300 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 22.60
内用薬 2189011F2013 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 　 シンバスタチン１０ｍｇ錠 29.90
内用薬 2189011F2021 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 リポバス錠１０ オルガノン 87.90
内用薬 2189011F2145 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 52.20
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 52.20
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 52.20
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 52.20
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 52.20
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 52.20
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 52.20
内用薬 2189011F3010 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 　 シンバスタチン２０ｍｇ錠 40.80
内用薬 2189011F3028 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 リポバス錠２０ オルガノン 181.60
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 96.80
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ＥＰＤ 96.80
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 96.80
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 96.80
内用薬 2189011F3133 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 96.80
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 96.80
内用薬 2189011F3150 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工ファーマ 96.80
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 96.80
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 96.80
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 96.80
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 96.80
内用薬 2189011F3230 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 96.80
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 10.10
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 ヴィアトリス製薬 27.00
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 10.60
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 10.60
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 10.60
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 10.60
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「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 10.60
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 10.60
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 10.60
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 15.00
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
10.60

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） 10.60
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 15.00
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 10.60
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 10.60
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 14.80
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 ヴィアトリス製薬 49.20
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 20.70
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 20.70
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 20.70
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 20.70
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「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 20.70
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 20.70
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 20.70
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 28.50
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「ＴＳＵ」 鶴原製薬 20.70
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
20.70

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） 20.70
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「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 28.50
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 20.70
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 20.70
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 10.60
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 20.70
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 44.30
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 27.70
内用薬 2190021C1015 ニセルゴリン １％１ｇ 　 ニセルゴリン１％細粒 13.50
内用薬 2190021F1011 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 　 ニセルゴリン５ｍｇ錠 9.80
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 19.40
内用薬 2190022F1016 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 　 アメジニウムメチル硫酸塩１０ｍｇ錠 7.40
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 住友ファーマ 15.50
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 ヴィアトリス製薬 49.40

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 16.10

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 16.10

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 16.10

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 30.50

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 16.10

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 16.10

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 16.10

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 16.10

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 16.10

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 16.10

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

１錠 　 カデュエット配合錠２番 ヴィアトリス製薬 79.10

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 25.70

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 25.70

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 25.70

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 25.70

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 25.70

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 25.70
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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 25.70

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 25.70

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 25.70

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 25.70

内用薬 2190103F1011 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 　 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム３番錠

19.20

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 ヴィアトリス製薬 64.70

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 20.20

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 39.20

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 20.20

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 20.20

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 20.20

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 20.20

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 20.20

内用薬 2190104F1016 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 　 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム４番錠

27.90

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 ヴィアトリス製薬 94.00

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 29.50

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 58.80

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 29.50

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 29.50

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 29.50

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 29.50

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 29.50

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 5.70
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 5.90
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 11.40
内用薬 2239001G1012 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠 　 アンブロキソール塩酸塩４５ｍｇ徐放性口腔内

崩壊錠
16.10

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 33.80
内用薬 2239001N1011 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４５ｍｇ徐放カプセル 16.10
内用薬 2239001Q1018 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０．３％シロップ 5.20
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 7.60
内用薬 2239001R1013 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１．５％シロップ用 26.00
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 29.90
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 24.50
内用薬 2239001S1015 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ 　 アンブロキソール塩酸塩０．７５％液 4.10
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 6.20
内用薬 2239001S2011 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０．３％液 8.00
内用薬 2319001C1013 ロペラミド塩酸塩 ０．０５％１ｇ 　 ロペラミド塩酸塩０．０５％細粒 10.90
内用薬 2319001C1080 ロペラミド塩酸塩 ０．０５％１ｇ 　 ロペミン小児用細粒０．０５％ ヤンセンファーマ 21.80
内用薬 2319001F1010 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１錠 　 ロペラミド塩酸塩１ｍｇ錠 6.20
内用薬 2319001M1019 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１カプセル 　 ロペラミド塩酸塩１ｍｇカプセル 6.20
内用薬 2319001M1213 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１カプセル 　 ロペミンカプセル１ｍｇ ヤンセンファーマ 16.00
内用薬 2325001C1010 シメチジン ２０％１ｇ 　 シメチジン２０％細粒 6.30
内用薬 2325001C1053 シメチジン ２０％１ｇ 　 タガメット細粒２０％ 住友ファーマ 12.40
内用薬 2325001C2092 シメチジン ４０％１ｇ 　 カイロック細粒４０％ 藤本製薬 13.20
内用薬 2325001F1017 シメチジン ２００ｍｇ１錠 　 シメチジン２００ｍｇ錠 5.70
内用薬 2325001F1211 シメチジン ２００ｍｇ１錠 　 タガメット錠２００ｍｇ 住友ファーマ 11.70
内用薬 2325001F2013 シメチジン ４００ｍｇ１錠 　 シメチジン４００ｍｇ錠 5.90
内用薬 2325001F2048 シメチジン ４００ｍｇ１錠 　 タガメット錠４００ｍｇ 住友ファーマ 11.60
内用薬 2325005F1015 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 　 ニザチジン１５０ｍｇ錠 10.20
内用薬 2325005F1031 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 　 アシノン錠１５０ｍｇ ゼリア新薬工業 21.40
内用薬 2325005F2020 ニザチジン ７５ｍｇ１錠 　 アシノン錠７５ｍｇ ゼリア新薬工業 14.10
内用薬 2325005M1014 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 　 ニザチジン１５０ｍｇカプセル 10.20
内用薬 2325005M2010 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 　 ニザチジン７５ｍｇカプセル 10.10
内用薬 2325006F1010 ラフチジン ５ｍｇ１錠 　 ラフチジン５ｍｇ錠 10.10
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 13.80
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 21.70
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 12.20
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 12.20
内用薬 2325006F2067 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 12.20
内用薬 2325006F2075 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.50
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 12.20
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 12.20
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 12.20
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 12.20
内用薬 2325006F2121 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 マイランＥＰＤ 12.20
内用薬 2325006F2130 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 12.20
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 13.80
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 21.70
内用薬 2329022H1019 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 　 オメプラゾール２０ｍｇ腸溶錠 28.20
内用薬 2329022H1043 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラール錠２０ 太陽ファルマ 57.30
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 56.40
内用薬 2329022H2015 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 　 オメプラゾール１０ｍｇ腸溶錠 18.30
内用薬 2329022H2023 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラール錠１０ 太陽ファルマ 37.20
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 36.60
内用薬 2329023F1012 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 　 ランソプラゾール１５ｍｇ腸溶性口腔内崩壊錠 16.40
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 36.90
内用薬 2329023F2019 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 　 ランソプラゾール３０ｍｇ腸溶性口腔内崩壊錠 28.20
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 63.30
内用薬 2329023M1011 ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル 　 ランソプラゾール１５ｍｇ腸溶カプセル 16.40
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 36.90
内用薬 2329023M2018 ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル 　 ランソプラゾール３０ｍｇ腸溶カプセル 28.20
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 63.30
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 13.80
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 61.50
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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「ＡＡ」 あすか製薬 34.40
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「ＪＧ」 日本ジェネリック 24.50
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「ＹＤ」 陽進堂 24.50
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
34.40

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 34.40
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 34.40
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） 34.40
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 34.40
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
34.40

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「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 34.40
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 34.40
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 34.40

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 24.50
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 24.50

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」 マイランＥＰＤ 34.40
内用薬 2329028F1295 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「武田テバ」 日医工岐阜工場 34.40
内用薬 2329028F1309 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ニプロ」 ニプロＥＳファーマ 34.40
内用薬 2329028F1317 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファー

マ
34.40

内用薬 2329028F1325 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 34.40
内用薬 2329028F1333 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 34.40
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 23.40
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 113.10
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「ＡＡ」 あすか製薬 68.00
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「ＪＧ」 日本ジェネリック 50.90
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
50.90

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 68.00
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 68.00
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） 68.00
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 68.00
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
68.00

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「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 68.00
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 68.00
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 68.00

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 50.90
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 50.90

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」 マイランＥＰＤ 68.00
内用薬 2329028F2291 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「武田テバ」 日医工岐阜工場 68.00
内用薬 2329028F2305 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ニプロ」 ニプロＥＳファーマ 68.00
内用薬 2329028F2321 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 68.00
内用薬 2329028F2330 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 68.00
内用薬 2329028F3018 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールナトリウム５ｍｇ錠 7.30
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 35.70
内用薬 2329028F3034 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 19.30
内用薬 2329028F3042 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 16.20
内用薬 2329028F3050 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 9.70
内用薬 2329028F3069 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
19.30

内用薬 2329028F3077 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 19.30
内用薬 2329028F3085 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「武田テバ」 日医工岐阜工場 19.30
内用薬 2329028F3093 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 19.30
内用薬 2329028F3107 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 19.30
内用薬 2329028F3115 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ファイザー」 マイランＥＰＤ 19.30
内用薬 2329028F3123 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 19.30
内用薬 2329028F3131 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
19.30

内用薬 2329028F3158 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールナトリウム錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 19.30
内用薬 2329028F3166 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールナトリウム錠５ｍｇ「科研」 ダイト 19.30
内用薬 2329028F3174 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールナトリウム錠５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本ケミファ 16.20

内用薬 2329028F3182 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールナトリウム錠５ｍｇ「サンド」 サンド 16.20
内用薬 2329028F3190 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールナトリウム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 16.20
内用薬 2329028F3212 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 19.30
内用薬 2329028F3239 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 19.30
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 9.10

内用薬 2399006F1013 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１００ｍｇ錠 5.90
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 11.50
内用薬 2399008F1012 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 　 イトプリド塩酸塩５０ｍｇ錠 7.00
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 12.20
内用薬 2399009D1024 メサラジン ５０％１ｇ 　 メサラジン顆粒５０％「ＡＫＰ」 小林化工 43.20
内用薬 2399009D2020 メサラジン ９４％１ｇ 　 ペンタサ顆粒９４％ 杏林製薬 121.00
内用薬 2399009F1033 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 15.80
内用薬 2399009F1041 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 15.80
内用薬 2399009F1092 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン錠２５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 15.80
内用薬 2399009F1106 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン錠２５０ｍｇ「サワイ」 日本薬品工業 15.80
内用薬 2399009F1122 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 15.80
内用薬 2399009F1130 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 15.80
内用薬 2399009F1149 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 ペンタサ錠２５０ｍｇ 杏林製薬 34.00
内用薬 2399009F1157 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 18.00
内用薬 2399009F1165 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 18.00
内用薬 2399009F1181 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「日医工Ｐ」 日医工ファーマ 18.00
内用薬 2399009F2030 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 ペンタサ錠５００ｍｇ 杏林製薬 61.70
内用薬 2399009F2048 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン錠５００ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 32.60
内用薬 2399009F2056 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 32.60
内用薬 2399009F2064 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン錠５００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 32.60
内用薬 2399009F2072 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」 日本薬品工業 32.60
内用薬 2399009F2129 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 32.60
内用薬 2399009F2137 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 32.60
内用薬 2399009F2145 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 32.60
内用薬 2399009F2153 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン徐放錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 32.60
内用薬 2399009F2170 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン徐放錠５００ｍｇ「日医工Ｐ」 日医工ファーマ 32.60
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 50.80
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ＥＰＤ 23.80
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 23.80
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 23.80
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 23.80
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 23.80
内用薬 2399009F3087 メサラジン ４００ｍｇ１錠 　 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 23.80
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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 9.80
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 49.10
内用薬 2590002F1010 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 　 フラボキサート塩酸塩２００ｍｇ錠 6.30
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 12.90
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 15.00
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 36.30
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 22.50
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「ＭＥＤ」 メディサ新薬 22.50
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 22.50
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 22.50
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 21.40
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 64.00
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 31.70
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 31.70
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 31.70
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 31.70
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 31.70
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 31.70
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「ＹＤ」 陽進堂 31.70
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「ＮＳ」 日新製薬（山形） 31.70
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「ＭＥＤ」 メディサ新薬 31.70
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 31.70
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 31.70
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」 日医工岐阜工場 31.70
内用薬 2590007F2346 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 31.70
内用薬 2590009F1012 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 　 ナフトピジル２５ｍｇ錠 10.10
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 28.20
内用薬 2590009F2019 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 　 ナフトピジル５０ｍｇ錠 14.00
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 57.80
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 18.50
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 18.50
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 18.50
内用薬 2590009F3015 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 　 ナフトピジル７５ｍｇ錠 20.60
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 76.40
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 27.00
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 27.00
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 27.00
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ＥＰＤ 27.00
内用薬 2590009F3155 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 27.00
内用薬 2590009F4011 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 　 ナフトピジル５０ｍｇ口腔内崩壊錠 14.00
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 57.80
内用薬 2590009F4038 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 18.50
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 18.50
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 18.50
内用薬 2590009F4160 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「テバ」 日医工岐阜工場 18.50
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 18.50
内用薬 2590009F4232 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 18.50
内用薬 2590009F5018 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 　 ナフトピジル７５ｍｇ口腔内崩壊錠 20.60
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 76.40
内用薬 2590009F5034 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 27.00
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 27.00
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 27.00
内用薬 2590009F5166 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「テバ」 日医工岐阜工場 27.00
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 27.00
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 27.00
内用薬 2590009F5239 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 27.00
内用薬 2590009F6014 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 　 ナフトピジル２５ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
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 28.20
内用薬 3399001C1019 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ 　 チクロピジン塩酸塩１０％細粒 16.00
内用薬 3399001C1027 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ 　 パナルジン細粒１０％ クリニジェン 33.60
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 5.90
内用薬 3399001F1384 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 パナルジン錠１００ｍｇ クリニジェン 12.20
内用薬 3399006F1018 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 　 サルポグレラート塩酸塩５０ｍｇ錠 21.90
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 47.30
内用薬 3399006F2014 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 　 サルポグレラート塩酸塩１００ｍｇ錠 35.90
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 76.70
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 10.40
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 44.20
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 19.60
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 19.60
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「ＳＡＮＩＫ」 日医工 19.60
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 19.60
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 19.60
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 19.60
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 19.60
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 19.60
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 19.60
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 19.60
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 19.60
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 19.60
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 26.00
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 106.10
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 45.70
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 45.70
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「ＳＡＮＩＫ」 日医工 45.70
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 45.70
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 45.70
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 45.70
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 45.70
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 45.70
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 45.70
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 45.70
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 45.70
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 45.70
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 23.90
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 23.90
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 23.90
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 23.90
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 23.90
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 23.90
内用薬 3961008F1012 グリメピリド １ｍｇ１錠 　 グリメピリド１ｍｇ錠 10.10
内用薬 3961008F1020 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 アマリール１ｍｇ錠 サノフィ 13.10
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内用薬 3961008F2019 グリメピリド ３ｍｇ１錠 　 グリメピリド３ｍｇ錠 10.10
内用薬 3961008F2027 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 アマリール３ｍｇ錠 サノフィ 26.00
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 16.60
内用薬 3961008F3015 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 　 グリメピリド０．５ｍｇ錠 9.80
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 10.10
内用薬 3961008F4011 グリメピリド １ｍｇ１錠 　 グリメピリド１ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
内用薬 3961008F5018 グリメピリド ３ｍｇ１錠 　 グリメピリド３ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
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 16.60
内用薬 3961008F6014 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 　 グリメピリド０．５ｍｇ口腔内崩壊錠 9.80
内用薬 3969004F1012 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 　 ボグリボース０．２ｍｇ錠 10.10
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 20.90
内用薬 3969004F2019 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 　 ボグリボース０．３ｍｇ錠 10.90
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 24.40
内用薬 3969004F3015 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 　 ボグリボース０．２ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
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 20.90
内用薬 3969004F4011 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 　 ボグリボース０．３ｍｇ口腔内崩壊錠 10.90
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 24.40
内用薬 3969006F1011 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 　 ナテグリニド３０ｍｇ錠 10.10
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 12.20
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 12.80
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 31.40
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 32.50
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 20.50
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 20.50
内用薬 3999013F1010 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 　 エパルレスタット５０ｍｇ錠 19.00
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 27.00
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 27.00
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 27.00
内用薬 3999013F1231 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 キネダック錠５０ｍｇ アルフレッサファー

マ
50.70

内用薬 3999013F1266 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 27.00
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 27.00
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 27.00
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 27.00
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 27.00
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 27.00
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 27.00
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「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 27.00
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
27.00

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」 日医工岐阜工場 27.00
内用薬 3999013F1401 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 27.00
内用薬 3999013F1428 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 27.00
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 156.80
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２５０ｍ

ｇ「テバ」
日医工岐阜工場 65.20

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２５０ｍ
ｇ「ファイザー」

マイランＥＰＤ 65.20

内用薬 3999017M1050 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２５０ｍ
ｇ「ＶＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 65.20

内用薬 3999017M1069 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２５０ｍ
ｇ「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 65.20

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 73.40
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 29.50
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「ＥＥ」 エルメッド 29.50
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「ＫＮ」 小林化工 29.50
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 29.50
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「ＤＫ」 大興製薬 29.50
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 29.50
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 29.50
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） 29.50
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 29.50
内用薬 4413004F1014 メキタジン ３ｍｇ１錠 　 メキタジン３ｍｇ錠 5.70
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
8.40

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 8.40
内用薬 4420002F1010 ブシラミン １００ｍｇ１錠 　 ブシラミン１００ｍｇ錠 19.20
内用薬 4420002F1117 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 リマチル錠１００ｍｇ あゆみ製薬 40.30
内用薬 4420002F2016 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 　 ブシラミン５０ｍｇ錠 13.90
内用薬 4420002F2059 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 リマチル錠５０ｍｇ あゆみ製薬 28.20
内用薬 4490002M1013 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル 　 トラニラスト１００ｍｇカプセル 7.80
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 14.30
内用薬 4490002R1010 トラニラスト ５％１ｇ 　 トラニラスト５％シロップ用 7.90
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 15.00
内用薬 4490004F1013 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 　 アゼラスチン塩酸塩０．５ｍｇ錠 5.70
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 11.60
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 5.90
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 12.00
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 13.10
内用薬 4490014F1025 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 　 アレジオン錠１０ 日本ベーリンガーイ

ンゲルハイム
34.00

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 19.10
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 19.10
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 19.10
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 19.10
内用薬 4490014F1319 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 　 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＥＯ」 ダイト 19.10
内用薬 4490014F1327 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 　 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 19.10
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 18.90
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
44.20

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 24.10
内用薬 4490014F2269 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 　 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 24.10
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 24.10
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 24.10
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
24.10

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） 24.10
内用薬 4490014F2358 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 　 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＣＥＯ」 ダイト 24.10
内用薬 4490014F2366 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 　 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 24.10
内用薬 4490014F2374 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 　 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 24.10
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
43.80

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 17.50
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 17.50
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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 29.40
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」
日医工岐阜工場 17.40

内用薬 4490014S1058 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％「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 17.40
内用薬 4490017F1010 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 　 プランルカスト１１２．５ｍｇ錠 17.20
内用薬 4490017F2017 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 　 プランルカスト２２５ｍｇ錠 32.50
内用薬 4490017M1010 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセル 　 プランルカスト１１２．５ｍｇカプセル 17.20
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 34.40
内用薬 4490017M2016 プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１カプセル 　 プランルカスト２２５ｍｇカプセル 32.50
内用薬 4490017R1017 プランルカスト水和物 １０％１ｇ 　 プランルカスト１０％シロップ用 26.80
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 49.50
内用薬 4490019F1010 エバスチン ５ｍｇ１錠 　 エバスチン５ｍｇ錠 22.10
内用薬 4490019F1028 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバステル錠５ｍｇ 住友ファーマ 47.80
内用薬 4490019F2016 エバスチン １０ｍｇ１錠 　 エバスチン１０ｍｇ錠 28.10
内用薬 4490019F2024 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバステル錠１０ｍｇ 住友ファーマ 64.20
内用薬 4490019F3012 エバスチン ５ｍｇ１錠 　 エバスチン５ｍｇ口腔内崩壊錠 22.10
内用薬 4490019F3020 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバステルＯＤ錠５ｍｇ 住友ファーマ 47.80
内用薬 4490019F4019 エバスチン １０ｍｇ１錠 　 エバスチン１０ｍｇ口腔内崩壊錠 28.10
内用薬 4490019F4027 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバステルＯＤ錠１０ｍｇ 住友ファーマ 64.20
内用薬 4490020F1012 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 セチリジン塩酸塩５ｍｇ錠 10.10
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
31.80

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 18.90
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） 18.90
内用薬 4490020F1195 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５「オーハラ」 大原薬品工業 18.90
内用薬 4490020F1209 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 ダイト 18.90
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 18.90
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 18.90
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 18.90
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 18.90
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 18.90
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 18.90
内用薬 4490020F2019 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 　 セチリジン塩酸塩１０ｍｇ錠 11.20
内用薬 4490020F2027 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ジルテック錠１０ ユーシービージャパ

ン
38.80

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「ＫＴＢ」 寿製薬 24.60
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「ＭＮＰ」 日新製薬（山形） 24.60
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 24.60
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 24.60
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 24.60
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 24.60
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 24.60
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 24.60
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 24.60
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 24.60
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「ＮＰＩ」 日本薬品工業 24.60
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 18.90
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 24.60
内用薬 4490020R1019 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ 　 セチリジン塩酸塩１．２５％シロップ用 90.60
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
149.20

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 11.40
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 41.60
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 13.60
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 13.60
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「ＦＦ

Ｐ」
共創未来ファーマ 13.60

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「ＳＡＮ
ＩＫ」

日医工 23.30

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「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 13.60
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 13.60
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 13.60

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 13.60

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 13.60
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 23.30

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 13.60
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） 13.60
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 13.60

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　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

13.60

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「ＣＥ
Ｏ」

セオリアファーマ 13.60
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 13.60
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 13.60

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 13.60
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「ＢＭ

Ｄ」
ビオメディクス 13.60

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 10.10
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 32.70
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 10.90
内用薬 4490023F2047 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 10.90
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「ＦＦ

Ｐ」
共創未来ファーマ 10.90

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「ＳＡＮ
ＩＫ」

日医工 18.50

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「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 18.50
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 18.50
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 18.50

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

10.90

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 10.90

内用薬 4490023F2179 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「三和」 日本薬品工業 10.90
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 18.50

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 10.90
内用薬 4490023F2217 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 10.90
内用薬 4490023F2225 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 10.90

内用薬 4490023F2233 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

10.90

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

セオリアファーマ 10.90
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 10.90
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 10.90

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 10.90
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「ＢＭ

Ｄ」
ビオメディクス 18.50

内用薬 4490023F3019 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口腔内崩壊
錠

11.40



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

内用薬 4490023F3035 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 　 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

共創未来ファーマ 13.60

内用薬 4490023F3051 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 　 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 13.60

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

エルメッド 13.60

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

小林化工 13.60

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

沢井製薬 13.60

内用薬 4490023F4015 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口腔内崩壊
錠

10.10
内用薬 4490023F4031 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 　 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 10.90

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

沢井製薬 10.90

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３０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド 10.90

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３０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 10.90

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 88.20
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 34.00
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 44.00
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 24.10
内用薬 4490025D1049 オロパタジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 　 オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「ＭＥＥＫ」 小林化工 16.60
内用薬 4490025F1015 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 オロパタジン塩酸塩２．５ｍｇ錠 10.10
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 25.80
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 13.40
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 10.10
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 32.50
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 10.50
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「ＢＭＤ」 ビオメディクス 10.50
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 10.50
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 10.50
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「ＭＥＥＫ」 小林化工 10.50
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 10.50
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 10.50
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 10.50
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 10.50
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
10.50

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 10.50
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 10.50
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 10.50
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 10.50
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 10.50
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」 マイランＥＰＤ 10.50
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.50

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「ＮＰＩ」 日本薬品工業 10.50
内用薬 4490025F2321 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 10.50
内用薬 4490025F3018 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 オロパタジン塩酸塩２．５ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
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 25.80
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口腔内崩壊錠 10.10
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 32.50
内用薬 4490025F4030 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 10.50
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 10.50
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 10.50
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.50

内用薬 4490025F4081 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「マル
ホ」

救急薬品工業 16.70

内用薬 4490025F4090 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 10.50
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 10.50
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」
マイランＥＰＤ 10.50

内用薬 4490025F4146 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.50
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 10.50
内用薬 4490025F4162 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.50
内用薬 4490025F4189 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
10.50

内用薬 4490025F4197 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 10.50
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 57.90

内用薬 4490027F1022 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 クラリチン錠１０ｍｇ バイエル薬品 50.20
内用薬 4490027F1030 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 19.20
内用薬 4490027F1049 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 19.20
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 19.20
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 19.20
内用薬 4490027F1073 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 19.20
内用薬 4490027F1081 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 19.20
内用薬 4490027F1090 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 19.20
内用薬 4490027F1103 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 19.20
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 19.20
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 31.00
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 19.20
内用薬 4490027F1162 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 19.20
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） 19.20
内用薬 4490027F1189 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 マイランＥＰＤ 19.20
内用薬 4490027F1219 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 19.20
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 50.20
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 19.20
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 19.20
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 19.20
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 19.20
内用薬 4490027F2088 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 19.20
内用薬 4490027F2096 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 19.20
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 19.20
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
19.20

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 31.00
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 19.20
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 19.20
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 19.20
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） 19.20
内用薬 4490027F2193 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 マイランＥＰＤ 19.20
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 19.20
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内用薬 4490027F2240 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 日医工岐阜工場 19.20
内用薬 4490027F2266 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 19.20
内用薬 4490027F2274 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 19.20
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 105.80
内用薬 4490027R1037 ロラタジン １％１ｇ 　 ロラタジンドライシロップ１％「ＮＰ」 ニプロ 42.30
内用薬 4490027R1053 ロラタジン １％１ｇ 　 ロラタジンＤＳ１％「トーワ」 東和薬品 42.30
内用薬 4490027R1061 ロラタジン １％１ｇ 　 ロラタジンＤＳ１％「サワイ」 沢井製薬 42.30
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 42.30
内用薬 4490027R1088 ロラタジン １％１ｇ 　 ロラタジンＤＳ１％「ＪＧ」 長生堂製薬 42.30
内用薬 4490028F1019 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩５ｍｇ錠 16.00
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
66.20

内用薬 4490028F1035 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 22.30
内用薬 4490028F1051 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 22.30
内用薬 4490028F1078 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 22.30
内用薬 4490028F1116 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 22.30
内用薬 4490028F1124 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 ダイト 22.30
内用薬 4490028F1132 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 22.30
内用薬 4490028F1140 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 22.30
内用薬 4490028F1159 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 22.30
内用薬 4490028F1175 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日本臓器」 小財家興産 22.30
内用薬 4490028F1183 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 22.30
内用薬 4490028F1191 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 22.30
内用薬 4490028F1205 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
22.30

内用薬 4490028F2015 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩２．５ｍｇ錠 13.20
内用薬 4490028F2023 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 16.80
内用薬 4490028F2040 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 16.80
内用薬 4490028F2066 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 16.80
内用薬 4490028F2082 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「日本臓

器」
小財家興産 16.80

内用薬 4490028F2090 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 16.80
内用薬 4490028F3038 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「Ｙ

Ｄ」
陽進堂 16.80

内用薬 4490028F3046 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 16.80

内用薬 4490028F3054 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 16.80
内用薬 4490028F4018 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩５ｍｇ口腔内崩壊錠 16.00
内用薬 4490028F4042 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 22.30
内用薬 4490028F4050 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 22.30
内用薬 4490028F4069 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 22.30
内用薬 4490028Q1010 レボセチリジン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ 　 レボセチリジン塩酸塩０．０５％シロップ 6.70
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
12.10

内用薬 4490028Q1036 レボセチリジン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ 　 レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「Ｋ
Ｎ」

小林化工 7.50

内用薬 4490028R1023 レボセチリジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 　 レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「ＴＣＫ」 辰巳化学 63.00
内用薬 4490028R1031 レボセチリジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 　 レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ０．５％

「ＹＤ」
陽進堂 63.00

内用薬 4490028R1040 レボセチリジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 　 レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「杏林」 キョーリンリメディ
オ

63.00

内用薬 4490028R1058 レボセチリジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 　 レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「タカタ」 高田製薬 63.00
内用薬 4490028R1066 レボセチリジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 　 レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ０．５％

「日本臓器」
日本臓器製薬 63.00

内用薬 6132013C1015 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 　 セフジニル１００ｍｇ細粒 41.00
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 76.90
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 47.70
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 47.70
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 47.70
内用薬 6132013C1112 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 47.70
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 47.70
内用薬 6132016C1019 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１ｇ 　 セフカペン　ピボキシル塩酸塩１００ｍｇ細粒 82.50
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 115.40
内用薬 6132016F1015 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 ７５ｍｇ１錠 　 セフカペン　ピボキシル塩酸塩７５ｍｇ錠 24.80
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 36.30
内用薬 6132016F2011 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 　 セフカペン　ピボキシル塩酸塩１００ｍｇ錠 24.60
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 41.10
内用薬 6149002F1010 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 　 ロキシスロマイシン１５０ｍｇ錠 16.10
内用薬 6149002F1029 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 局 ルリッド錠１５０ サノフィ 37.30
内用薬 6149002F1193 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 局 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 26.10
内用薬 6149003F1015 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 　 クラリスロマイシン５０ｍｇ錠 14.00
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 日本ケミファ 29.40
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 29.40
内用薬 6149003F2011 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 　 クラリスロマイシン２００ｍｇ錠 20.70
内用薬 6149003F2020 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリシッド錠２００ｍｇ 日本ケミファ 43.50
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 43.50
内用薬 6149003R1011 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 　 クラリスロマイシン１００ｍｇシロップ用 23.60
内用薬 6149003R1046 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 局 クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＥＭＥ

Ｃ」
メディサ新薬 33.50

内用薬 6149003R1062 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 局 クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「タカ
タ」

高田製薬 33.50
内用薬 6149003R1135 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 局 クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用 日本ケミファ 61.90
内用薬 6149003R1143 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 局 クラリスドライシロップ１０％小児用 大正製薬 57.30
内用薬 6149003R1160 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 局 クラリスロマイシンドライシロップ１０％小児

用「タイヨー」
武田テバファーマ 33.50

内用薬 6149003R1216 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 局 クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トー
ワ」

東和薬品 33.50
内用薬 6149003R1224 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 局 クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「科研」 シオノケミカル 33.50
内用薬 6149003R1232 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 局 クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 33.50

内用薬 6290005F1016 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 　 テルビナフィン塩酸塩１２５ｍｇ錠 40.90
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 100.90
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 67.70
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 67.70
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 67.70
内用薬 6290005F1334 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 67.70
内用薬 6290005F1342 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 67.70
外用薬 1319748Q1036 ブリンゾラミド １％１ｍＬ 　 エイゾプト懸濁性点眼液１％ ノバルティス

ファーマ
271.60

外用薬 1319748Q1044 ブリンゾラミド １％１ｍＬ 　 ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「センジュ」 千寿製薬 131.80
外用薬 1319748Q1052 ブリンゾラミド １％１ｍＬ 　 ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「ニットー」 東亜薬品 131.80
外用薬 1319748Q1060 ブリンゾラミド １％１ｍＬ 　 ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「サンド」 サンド 139.40


