
日薬業発第 522 号 

令和３年３月 12 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 

令和３年度薬価改定関連通知の発出について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和３年度薬価改定については令和２年 12 月 17 日付け日薬発第 220 号に

て、また、薬価算定の基準については令和３年２月 16 日付け日薬業発第 486

号にてお知らせしたところです。 

今般、関係通知が発出されましたので下記のとおりお知らせいたします。こ

れらにつきましては、厚生労働省ホームページからも入手が可能ですので、貴

会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．関係通知 ※いずれも令和３年３月５日付け、厚生労働省保険局医療課より 

○ 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(通知) 

○ 「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について

（通知） 

○ 保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第６関係）及び保険薬剤師の使用

医薬品（掲示事項等告示第 14 関係）に係る留意事項について（通知） 

 

２．厚生労働省ホームページ 

  令和３年度薬価改定について 

厚生労働省ホームページ> 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医

療 > 医療保険 > 令和３年度薬価改定について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00033.h

tml 

 

 

以上 



事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ３ 月 ５ 日 

 

 

 

別記関係団体 御中 

 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 

 

 

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国

民健康保険主管課（部）長及び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）長あて通知しましたのでお知らせいたします。 

 

 

  



保医発 0305 第１号 

令和３年３月５日 

 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長    殿 

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）長 

 

 

厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成 20年厚生労働省告示第 60号。以下「薬価基準」とい

う。）及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等

（平成 18年厚生労働省告示第 107号。以下「掲示事項等告示」という。）については、令和

３年厚生労働省告示第 62号及び令和３年厚生労働省告示第 63号をもって改正され、令和３

年４月１日から適用（ただし、掲示事項等告示第 10第１号の改正規定は、同年３月６日か

ら適用）することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。 

また、掲示事項等告示の改正に伴い、関係通知を下記のとおり改正しますので、貴管下の

保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 薬価とは、保険医療機関及び保険薬局における薬剤の支給に要する額として、医療保険

から支払われるものであり、保険医療機関及び保険薬局が薬剤を購入する際に支払うべ

き消費税及び地方消費税に相当する額を含めているものであること。 

 

２ 薬価の算定については、「薬価算定の基準について」（令和３年２月 10日保発 0210第３



号）に基づき、算出したこと。 

 

 

３ 薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。 

 

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計 

品目数 ８，５４９ ３，５３４ ２，１１８ ２７ １４，２２８ 

 

 

４ 掲示事項等告示等の一部改正について 

 アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ 

アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ ア

ルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ ア

ルファ製剤及びラロニダーゼ製剤について、掲示事項等告示第 10 第１号の「療担規則第

20条第２号ト及び療担基準第 20条第３号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与するこ

とができる注射薬」として定めたものであること。 

 

５ 関係通知の一部改正について 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和２年３月５

日付け保医発 0305第１号）の一部を次のように改正する。 

① 別添１第２章第２部第３節Ｃ２００(１)中「及びブロスマブ製剤」を「、ブロスマ

ブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコ

シダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロ

スルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、

ベラグルセラーゼ アルファ製剤及びラロニダーゼ製剤」に改める。 

② 別添３区分０１(５）イ中「及びブロスマブ製剤」を「、ブロスマブ製剤、アガル

シダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アル

ファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ ア

ルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラー

ゼ アルファ製剤及びラロニダーゼ製剤」に改める。 

③ 別添３別表２中「及びブロスマブ製剤」を「、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ ア

ルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イ

デュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、

ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ

製剤及びラロニダーゼ製剤」に改める。 

④ 別添３別表３中「ブロスマブ製剤」の次に「アガルシダーゼ アルファ製剤」、「ア



ガルシダーゼ ベータ製剤」、「アルグルコシダーゼ アルファ製剤」、「イデュル

スルファーゼ製剤」、「イミグルセラーゼ製剤」、「エロスルファーゼ アルファ製

剤」、「ガルスルファーゼ製剤」、「セベリパーゼ アルファ製剤」、「ベラグルセ

ラーゼ アルファ製剤」及び「ラロニダーゼ製剤」を加える。 

 

 



（参考：新旧対照表） 

 

 

◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和２年３月５日付け保医発 0305第１号） 

改 正 後 現 行 

別添１ 

第２章 特掲診療料 

第２部 在宅医療 

第３節 薬剤料 

Ｃ２００ 薬剤 

(１) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができ

る。 

【厚生労働大臣の定める注射薬】 

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液

凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子

製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ

因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固

第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子

抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激

ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチ

ンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹

膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンア

ルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、

モルヒネ塩酸塩製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン

様ペプチド－１受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工

別添１ 

第２章 特掲診療料 

第２部 在宅医療 

第３節 薬剤料 

Ｃ２００ 薬剤 

(１) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができ

る。 

【厚生労働大臣の定める注射薬】 

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液

凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子

製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ

因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固

第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子

抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激

ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチ

ンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹

膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンア

ルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、

モルヒネ塩酸塩製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン

様ペプチド－１受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工



腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジン

Ｉ２製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、ス

マトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコド

ン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナ

トリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デ

キサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロト

ンポンプ阻害剤、Ｈ２遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、

メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラ

ミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・

Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチ

ン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパ

リンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペ

ゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト

製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質

製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼ アルファ製

剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボ

ロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ

製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、

イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモ

ルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド－１受容

体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ

ム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand因子製剤、ブロスマブ製

剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、

アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、

腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジン

Ｉ２製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、ス

マトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコド

ン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナ

トリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デ

キサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロト

ンポンプ阻害剤、Ｈ２遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、

メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラ

ミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・

Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチ

ン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパ

リンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペ

ゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト

製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質

製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼ アルファ製

剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボ

ロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ

製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、

イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモ

ルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド－１受容

体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ

ム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand因子製剤及びブロスマブ

製剤 

 



イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルス

ルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ 

アルファ製剤及びラロニダーゼ製剤 

 

(２)～(６)  (略) 

 

別添３ 

区分０１ 調剤料 

(１)～(４)  (略) 

(５) 注射薬 

ア (略) 

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等

のために投与される薬剤（インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液

凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因

子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固

第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロン

ビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、自己連続

携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激

ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピ

ン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニ

ー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、インター

フェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グ

ルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト、ヒ

トソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生

 

 

 

 

(２)～(６)  (略) 

 

別添３ 

区分０１ 調剤料 

(１)～(４)  (略) 

(５) 注射薬 

ア (略) 

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等

のために投与される薬剤（インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液

凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因

子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固

第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロン

ビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、自己連続

携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激

ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピ

ン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニ

ー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、インター

フェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グ

ルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト、ヒ

トソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生



理食塩水、プロスタグランジンＩ２製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エ

タネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリプ

タン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、

オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウ

ム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサ

メタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトン

ポンプ阻害剤、Ｈ２遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、

メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポ

ラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシ

ン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロ

ポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製

剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤及びセル

トリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、

アバタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）

製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホター

ゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキ

ヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマ

ブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、

エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピ

ルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカ

ゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾン

コハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von 

Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルフ

ァ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ ア

理食塩水、プロスタグランジンＩ２製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エ

タネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリプ

タン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、

オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウ

ム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサ

メタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトン

ポンプ阻害剤、Ｈ２遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、

メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポ

ラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシ

ン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロ

ポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製

剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤及びセル

トリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、

アバタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）

製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホター

ゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキ

ヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマ

ブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、

エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピ

ルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカ

ゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾン

コハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von 

Willebrand因子製剤及びブロスマブ製剤）に限る。 

なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製剤」、



ルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、

エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベ

リパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤及び

ラロニダーゼ製剤）に限る。 

なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製剤」、

「複方オキシコドン製剤」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒ

ドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が取り出せない構造で、か

つ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必

要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限

る。ただし、患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻

薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患家に当該注

射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬

剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医

の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。 

ウ～オ (略) 

(６)～(13) (略) 

 

別表２ 

○ インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型

血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化

第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人

血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及

び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）、性腺刺激

ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロ

「複方オキシコドン製剤」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒ

ドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が取り出せない構造で、か

つ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必

要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限

る。ただし、患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻

薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患家に当該注

射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬

剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医

の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

ウ～オ (略) 

(６)～(13) (略) 

 

別表２ 

○ インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型

血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化

第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人

血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及

び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）、性腺刺激

ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロ



ピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コ

ロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、イ

ンターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫

瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴ

ニスト、エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジンＣ製剤、ペグ

ビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン酸モノ

アンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、アダ

リムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリ

ンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブ

ペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタ

セプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製

剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、セ

クキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリ

ロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリム

マブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ

製剤、デュピルマブ製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド

－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エス

テルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand因子製

剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガル

シダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、

イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスル

ファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパー

ゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤及びラロ

ニダーゼ製剤の自己注射のために用いるディスポーザブル注射

器（針を含む。） 

ピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コ

ロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、イ

ンターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫

瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴ

ニスト、エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジンＣ製剤、ペグ

ビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン酸モノ

アンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、アダ

リムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリ

ンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブ

ペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタ

セプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製

剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、

セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、ア

リロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリ

ムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマ

ブ製剤、デュピルマブ製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチ

ド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エ

ステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand因子

製剤及びブロスマブ製剤の自己注射のために用いるディスポー

ザブル注射器（針を含む。） 

 

 

 

 

 



○  万年筆型注入器用注射針 

○ 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」（平

成 20 年３月厚生労働省告示第 61 号）の別表のⅠに規定されて

いる特定保険医療材料 

 

別表３ 

インスリン製剤 

ヒト成長ホルモン剤 

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤 

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。） 

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤 

性腺刺激ホルモン製剤 

ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体 

ソマトスタチンアナログ 

顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 

インターフェロンアルファ製剤 

インターフェロンベータ製剤 

ブプレノルフィン製剤 

抗悪性腫瘍剤 

グルカゴン製剤 

○  万年筆型注入器用注射針 

○ 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」（平

成 20 年３月厚生労働省告示第 61 号）の別表のⅠに規定されて

いる特定保険医療材料 

 

別表３ 

インスリン製剤 

ヒト成長ホルモン剤 

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤 

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。） 

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤 

性腺刺激ホルモン製剤 

ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体 

ソマトスタチンアナログ 

顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 

インターフェロンアルファ製剤 

インターフェロンベータ製剤 

ブプレノルフィン製剤 

抗悪性腫瘍剤 

グルカゴン製剤 



グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト 

ヒトソマトメジンＣ製剤 

エタネルセプト製剤 

ペグビソマント製剤 

スマトリプタン製剤 

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン

塩酸塩配合剤 

アダリムマブ製剤 

テリパラチド製剤 

アドレナリン製剤 

ヘパリンカルシウム製剤 

アポモルヒネ塩酸塩製剤 

セルトリズマブペゴル製剤 

トシリズマブ製剤 

メトレレプチン製剤 

アバタセプト製剤 

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤 

アスホターゼ アルファ製剤 

グラチラマー酢酸塩製剤 

セクキヌマブ製剤 

エボロクマブ製剤 

ブロダルマブ製剤 

アリロクマブ製剤 

ベリムマブ製剤 

イキセキズマブ製剤 

グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト 

ヒトソマトメジンＣ製剤 

エタネルセプト製剤 

ペグビソマント製剤 

スマトリプタン製剤 

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン

塩酸塩配合剤 

アダリムマブ製剤 

テリパラチド製剤 

アドレナリン製剤 

ヘパリンカルシウム製剤 

アポモルヒネ塩酸塩製剤 

セルトリズマブペゴル製剤 

トシリズマブ製剤 

メトレレプチン製剤 

アバタセプト製剤 

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤 

アスホターゼ アルファ製剤 

グラチラマー酢酸塩製剤 

セクキヌマブ製剤 

エボロクマブ製剤 

ブロダルマブ製剤 

アリロクマブ製剤 

ベリムマブ製剤 

イキセキズマブ製剤 



ゴリムマブ製剤 

エミシズマブ製剤 

イカチバント製剤 

サリルマブ製剤 

デュピルマブ製剤 

インスリン・グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤 

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤 

遺伝子組換えヒト von Willebrand因子製剤 

ブロスマブ製剤 

アガルシダーゼ アルファ製剤 

アガルシダーゼ ベータ製剤 

アルグルコシダーゼ アルファ製剤 

イデュルスルファーゼ製剤 

イミグルセラーゼ製剤 

エロスルファーゼ アルファ製剤 

ガルスルファーゼ製剤 

セベリパーゼ アルファ製剤 

ベラグルセラーゼ アルファ製剤 

ラロニダーゼ製剤 

ゴリムマブ製剤 

エミシズマブ製剤 
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事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ３ 月 ５ 日 

 

 

 

別記関係団体 御中 

 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 

 

 

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国

民健康保険主管課（部）長及び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）長あて通知しましたのでお知らせいたします。 

 

 

  



 保医発 0305 第２号 

令和３年３月５日 

 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長    殿 

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）長 

 

 

厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について 

 

 

調剤報酬点数表における後発医薬品調剤体制加算をはじめとする診療報酬上の加

算等の算定対象となる後発医薬品（以下「診療報酬における加算等の算定対象とな

る後発医薬品」という。）については、「「診療報酬において加算等の算定対象と

なる後発医薬品」等について」（令和２年３月５日保医発 0305第７号。以下「旧通

知」という。）により周知するとともに、その一覧を当省のホームページに掲載し、

薬価基準に医薬品を収載する際に該当するものがあった場合に、その一覧を更新し

ている。 

また、後発医薬品の数量シェア（置換え率）の算出で用いられる「後発医薬品の

ある先発医薬品」に係る情報についても、当省のホームページに掲載しているとこ

ろである。 

令和３年度薬価改定を踏まえ、令和３年４月１日以降の診療報酬における加算等

の算定対象については、下記のとおり取り扱うこととするので、保険医療機関、保

険薬局、審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。 

なお、旧通知は、令和３年３月 31日限り廃止する。 

また、本リストについては、当省ホームページにて掲載する予定である旨申し添

える。（https://www.mhlw.go.jp/topics/2021/04/tp20210401-01.html） 

 

記 

 

１．診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品については、別紙１のと

おりとし、別紙２に示す後発医薬品については、令和３年度薬価改定において、

その薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額

https://www.mhlw.go.jp/topics/2021/04/tp20210401-01.html


となっているため、令和３年４月１日以降は、診療報酬において加算等の算定対

象となる後発医薬品から除外する（診療報酬における加算等の算定対象とならな

い後発医薬品として取り扱う）こととする。 

 

２．診療報酬において加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」に

ついては、別紙３のとおりとし、別紙４に示す「後発医薬品のある先発医薬品」

については、令和３年度薬価改定において、その薬価が後発医薬品の薬価よりも

低くなっている又は後発医薬品の薬価と同額となっているため、令和３年４月１

日以降は、診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医

薬品」から除外する（診療報酬における加算等の算定対象とならない「後発医薬

品のある先発医薬品」として取り扱う）こととする。 

 



別紙１

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 1124001F1014 エスタゾラム １ｍｇ１錠 エスタゾラム１ｍｇ錠 5.90
内用薬 1124001F2010 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 エスタゾラム２ｍｇ錠 9.10
内用薬 1124003C1114 ニトラゼパム １％１ｇ ニトラゼパム細粒１％「ＴＣＫ」 辰巳化学 6.30
内用薬 1124003F2249 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.50
内用薬 1124003F2265 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 5.50
内用薬 1124003F2273 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.50
内用薬 1124003F2281 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 5.50
内用薬 1124003F2290 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 5.50
内用薬 1124003F2303 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 5.50
内用薬 1124003F3156 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 5.70
内用薬 1124003F3164 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70
内用薬 1124003F3172 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 5.70
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 1124007F2018 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム０．２５ｍｇ錠 5.90
内用薬 1124008F1016 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム１ｍｇ錠 5.70
内用薬 1124008F2012 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 フルニトラゼパム２ｍｇ錠 5.90
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 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 1124017B1137 ジアゼパム １％１ｇ ジアゼパム散１％「アメル」 共和薬品工業 6.30
内用薬 1124017F2046 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２「サワイ」 沢井製薬 5.70
内用薬 1124017F2054 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２「トーワ」 東和薬品 5.70
内用薬 1124017F2089 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアパックス錠２ｍｇ 大鵬薬品工業 5.70
内用薬 1124017F2194 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.70
内用薬 1124017F2216 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70
内用薬 1124017F2224 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠２ｍｇ「タイホウ」 大鵬薬品工業 5.70
内用薬 1124017F4065 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠５「トーワ」 東和薬品 5.80
内用薬 1124017F4090 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ジアパックス錠５ｍｇ 大鵬薬品工業 5.80
内用薬 1124017F4200 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.80
内用薬 1124017F4219 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.80
内用薬 1124017F4227 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠５ｍｇ「タイホウ」 大鵬薬品工業 5.80
内用薬 1124017F5096 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 局 ジアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70
内用薬 1124020C1010 ブロマゼパム １％１ｇ ブロマゼパム１％細粒 19.50
内用薬 1124020F2013 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 ブロマゼパム２ｍｇ錠 5.70
内用薬 1124020F3010 ブロマゼパム ３ｍｇ１錠 ブロマゼパム３ｍｇ錠 5.90
内用薬 1124020F4016 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 ブロマゼパム５ｍｇ錠 5.90
内用薬 1124022F1016 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム０．５ｍｇ錠 5.10
内用薬 1124022F2012 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ロラゼパム１ｍｇ錠 5.70
内用薬 1124023F1010 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム０．４ｍｇ錠 5.70
内用薬 1124023F2017 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 アルプラゾラム０．８ｍｇ錠 5.90
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 1124026F1014 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム５０ｍｇ錠 5.90
内用薬 1124029F1018 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル１ｍｇ錠 5.90
内用薬 1124029F2014 ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル２ｍｇ錠 9.30
内用薬 1124030F1010 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム１５ｍｇ錠 29.30
内用薬 1124030F1037 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山形） 38.20
内用薬 1124030F1061 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 38.20
内用薬 1124030F1070 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 38.20
内用薬 1124030F2017 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム２０ｍｇ錠 36.30
内用薬 1124030F2033 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＭＮＰ」 日新製薬（山形） 45.30
内用薬 1124030F2050 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 45.30
内用薬 1124030F2084 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 45.30
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 8.60
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 13.70
内用薬 1129007F1018 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン７．５ｍｇ錠 6.50
内用薬 1129007F2014 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン１０ｍｇ錠 7.30
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 7.50
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 12.80
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 24.70
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 1129009F1033 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 10.10
内用薬 1129009F1068 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 10.10
内用薬 1129009F1084 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 10.10
内用薬 1129009F1092 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 10.10
内用薬 1129009F1114 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 1129009F1165 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 1129009F1173 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 1129009F1181 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 10.10
内用薬 1129009F1211 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 10.10
内用薬 1129009F1238 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 10.10
内用薬 1129009F1246 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.10
内用薬 1129009F1262 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 10.10
内用薬 1129009F1289 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 1129009F1300 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 10.10
内用薬 1129009F1335 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.10

内用薬 1129009F1360 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 東洋カプセル 10.10
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 12.80
内用薬 1129009F2030 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 16.00
内用薬 1129009F2056 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 16.00
内用薬 1129009F2064 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 16.00
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 16.00
内用薬 1129009F2099 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 16.00
内用薬 1129009F2129 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 16.00
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 16.00
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 16.00
内用薬 1129009F2188 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 16.00
内用薬 1129009F2218 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 16.00
内用薬 1129009F2234 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 16.00

診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
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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 16.00
内用薬 1129009F2269 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 16.00
内用薬 1129009F2285 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 16.00
内用薬 1129009F2307 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 16.00
内用薬 1129009F2331 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
16.00

内用薬 1129009F2358 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 17.90
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 16.00
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 1129009F3028 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 10.10
内用薬 1129009F3044 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 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 16.90

内用薬 1129009F3060 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
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 12.80
内用薬 1129009F4024 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 16.00
内用薬 1129009F4032 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 16.00
内用薬 1129009F4040 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 16.00
内用薬 1129009F4059 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ「モチ

ダ」
救急薬品工業 28.10

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 16.00
内用薬 1129009S1023 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 48.40
内用薬 1129009S2020 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１包 ゾルピデム酒石酸塩内用液１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 72.80
内用薬 1139002C1066 カルバマゼピン ５０％１ｇ カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 14.10
内用薬 1139002C1090 カルバマゼピン ５０％１ｇ カルバマゼピン細粒５０％「フジナガ」 藤永製薬 14.10
内用薬 1139002F1070 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.10
内用薬 1139002F1100 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「フジナガ」 藤永製薬 6.10
内用薬 1139002F2042 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.70
内用薬 1139002F2050 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「フジナガ」 藤永製薬 5.70
内用薬 1139004C1014 バルプロ酸ナトリウム ２０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム２０％細粒 10.80
内用薬 1139004C2010 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム４０％細粒 15.40
内用薬 1139004D1010 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム４０％徐放顆粒 22.20
内用薬 1139004F1010 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム１００ｍｇ錠 9.30
内用薬 1139004F2017 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム２００ｍｇ錠 6.20
内用薬 1139004F2190 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ「フジナガ」 藤永製薬 10.10
内用薬 1139004F2203 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 10.10
内用薬 1139004G1016 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム１００ｍｇ徐放錠 6.90
内用薬 1139004G2012 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム２００ｍｇ徐放錠 10.10
内用薬 1139004Q1119 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 日医工 6.80
内用薬 1139004Q1127 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」 藤永製薬 6.80
内用薬 1139004Q1135 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 6.80
内用薬 1139005B1013 ゾニサミド ２０％１ｇ ゾニサミド２０％散 29.60
内用薬 1139005F1015 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 ゾニサミド１００ｍｇ錠 14.30
内用薬 1139008F1035 トピラマート ５０ｍｇ１錠 トピラマート錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 27.30
内用薬 1139008F2031 トピラマート １００ｍｇ１錠 トピラマート錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 42.30
内用薬 1139008F3038 トピラマート ２５ｍｇ１錠 トピラマート錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 15.80
内用薬 1139009F1030 ラモトリギン ２ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.90
内用薬 1139009F1048 ラモトリギン ２ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.90
内用薬 1139009F1056 ラモトリギン ２ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用２ｍｇ「日医工」 日医工 5.90
内用薬 1139009F2036 ラモトリギン ５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 7.80
内用薬 1139009F2044 ラモトリギン ５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 7.80
内用薬 1139009F2052 ラモトリギン ５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用５ｍｇ「日医工」 日医工 7.80
内用薬 1139009F3032 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 31.30
内用薬 1139009F3040 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 19.70
内用薬 1139009F3059 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 19.70
内用薬 1139009F3067 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 19.70
内用薬 1139009F3075 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 19.70
内用薬 1139009F4039 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 83.60
内用薬 1139009F4047 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 52.90
内用薬 1139009F4055 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 52.90
内用薬 1139009F4063 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 52.90
内用薬 1139009F4071 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 52.90
内用薬 1141007C1075 アセトアミノフェン ２０％１ｇ カロナール細粒２０％ あゆみ製薬 7.40
内用薬 1141007C1105 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％（ＴＹＫ） 武田テバ薬品 7.60
内用薬 1141007C1148 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％「ＪＧ」 長生堂製薬 7.60
内用薬 1141007C1156 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％「トーワ」 東和薬品 7.60
内用薬 1141007C1164 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％「マルイシ」 丸石製薬 7.60
内用薬 1141007C2020 アセトアミノフェン ５０％１ｇ カロナール細粒５０％ あゆみ製薬 8.70
内用薬 1141007F1063 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 カロナール錠２００ あゆみ製薬 6.20
内用薬 1141007F1080 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 6.20
内用薬 1141007F1152 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 6.20
内用薬 1141007F1160 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 6.70
内用薬 1141007F1187 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.20
内用薬 1141007F1195 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 丸石製薬 6.20
内用薬 1141007F1209 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 6.20
内用薬 1141007F1217 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 6.70
内用薬 1141007F1225 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 6.20
内用薬 1141007F2027 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 カロナール錠３００ あゆみ製薬 7.20
内用薬 1141007F2043 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 7.20
内用薬 1141007F2051 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マルイシ」 丸石製薬 7.20
内用薬 1141007F3023 アセトアミノフェン ５００ｍｇ１錠 カロナール錠５００ あゆみ製薬 8.20
内用薬 1141007F3031 アセトアミノフェン ５００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マルイシ」 丸石製薬 8.20
内用薬 1141007Q1048 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ カロナールシロップ２％ あゆみ製薬 4.70
内用薬 1141007Q1064 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ アセトアミノフェンシロップ小児用２％「トー

ワ」
東和薬品 4.70

内用薬 1141007R1060 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェンＤＳ小児用２０％「タカタ」 高田製薬 8.60
内用薬 1141007R1078 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェンＤＳ小児用２０％「トーワ」 東和薬品 8.60
内用薬 1141007R1086 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェンＤＳ小児用２０％「三和」 三和化学研究所 8.30
内用薬 1141007R2031 アセトアミノフェン ４０％１ｇ アセトアミノフェンＤＳ４０％「三和」 三和化学研究所 9.30
内用薬 1143010F2058 アスピリン・ダイアルミネー ３３０ｍｇ１錠 イスキア配合錠Ａ３３０ シオノケミカル 5.70
内用薬 1147002F1013 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム２５ｍｇ錠 5.70
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内用薬 1147002N1018 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル ジクロフェナクナトリウム３７．５ｍｇ徐放カプ
セル

5.90

内用薬 1149001D1012 イブプロフェン ２０％１ｇ イブプロフェン２０％顆粒 6.30
内用薬 1149001F1013 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 イブプロフェン１００ｍｇ錠 5.10
内用薬 1149001F2010 イブプロフェン ２００ｍｇ１錠 イブプロフェン２００ｍｇ錠 5.90
内用薬 1149010M1011 プラノプロフェン ７５ｍｇ１カプセル プラノプロフェン７５ｍｇカプセル 7.30
内用薬 1149017M1013 ピロキシカム １０ｍｇ１カプセル ピロキシカム１０ｍｇカプセル 5.70
内用薬 1149017M2010 ピロキシカム ２０ｍｇ１カプセル ピロキシカム２０ｍｇカプセル 5.70
内用薬 1149019C1017 ロキソプロフェンナトリウム

水和物
１０％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム１０％細粒 10.50

内用薬 1149019F1013 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム６０ｍｇ錠 5.70

内用薬 1149019F1242 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキフェン錠６０ｍｇ 龍角散 9.80

内用薬 1149019F1480 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 9.80

内用薬 1149019F1498 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 9.80

内用薬 1149019F1587 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 8.00

内用薬 1149019F1595 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医
工」

日医工 9.80

内用薬 1149019F1609 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 9.80

内用薬 1149019F1617 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 9.80

内用薬 1149019F1625 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 8.00

内用薬 1149019F1633 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 8.00

内用薬 1149019F1641 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 8.00

内用薬 1149019F1668 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 9.80

内用薬 1149019F1676 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 8.00

内用薬 1149019F1684 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 9.80

内用薬 1149019F1692 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 9.80

内用薬 1149019F1706 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 8.00

内用薬 1149019F1714 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＯＨＡ」 大原薬品工業 9.80

内用薬 1149019F1722 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 9.80

内用薬 1149019F1730 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 8.00

内用薬 1149019F1749 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三恵」 三恵薬品 9.80

内用薬 1149019F1757 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 9.80

内用薬 1149019S1038 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

０．６％１ｍＬ ロキソプロフェンナトリウム内服液６０ｍｇ「日
医工」

日医工 1.90

内用薬 1149029F1017 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン８０ｍｇ錠 10.10
内用薬 1149031F1014 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット１００ｍｇ錠 22.70
内用薬 1149032F1019 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク１００ｍｇ錠 6.50
内用薬 1149032F2015 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク２００ｍｇ錠 9.40
内用薬 1149035F1039 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ダイト 15.00
内用薬 1149035F1055 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 10.50
内用薬 1149035F1063 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 10.50
内用薬 1149035F1098 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 11.80
内用薬 1149035F1101 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 11.80
内用薬 1149035F1110 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 16.20
内用薬 1149035F1128 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 15.00
内用薬 1149035F1136 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 16.20
内用薬 1149035F1144 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 15.00
内用薬 1149035F1160 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 15.00
内用薬 1149035F1179 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 15.00
内用薬 1149035F1187 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11.90
内用薬 1149035F1195 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 15.00
内用薬 1149035F1217 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム速崩錠５ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 11.90
内用薬 1149035F1225 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 10.50
内用薬 1149035F2035 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ダイト 22.30
内用薬 1149035F2051 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 16.30
内用薬 1149035F2060 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 16.30
内用薬 1149035F2094 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 22.30
内用薬 1149035F2108 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 16.30
内用薬 1149035F2116 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 16.30
内用薬 1149035F2124 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 22.30
内用薬 1149035F2132 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 22.30
内用薬 1149035F2140 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 22.30
内用薬 1149035F2167 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 24.60
内用薬 1149035F2175 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 22.30
内用薬 1149035F2183 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 22.30
内用薬 1149035F2191 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 16.30
内用薬 1149035F2213 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム速崩錠１０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 22.30
内用薬 1149035F2221 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 16.30
内用薬 1149036F1033 ロルノキシカム ２ｍｇ１錠 ロルノキシカム錠２ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 5.90
内用薬 1149036F2030 ロルノキシカム ４ｍｇ１錠 ロルノキシカム錠４ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 7.40
内用薬 1149037F1011 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ１００ｍｇ錠 11.60
内用薬 1149037F1089 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 16.30
内用薬 1149037F1097 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
16.30

内用薬 1149037F1100 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 16.30
内用薬 1149037F1119 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 16.30
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内用薬 1149037F1135 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 16.30
内用薬 1149037F1143 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 16.30
内用薬 1149037F1160 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 16.30
内用薬 1149037F1186 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 16.30
内用薬 1149037F1194 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 16.30
内用薬 1149037F1208 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「三笠」 三笠製薬 16.30
内用薬 1149037F1216 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅ　ファルマ 16.30
内用薬 1149037F2018 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ２００ｍｇ錠 17.30
内用薬 1149037F2042 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 25.30
内用薬 1149037F2085 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 25.30
内用薬 1149037F2093 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
25.30

内用薬 1149037F2107 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 25.30
内用薬 1149037F2115 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 25.30
内用薬 1149037F2131 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 25.30
内用薬 1149037F2140 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 25.30
内用薬 1149037F2166 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 25.30
内用薬 1149037F2182 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 25.30
内用薬 1149037F2190 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 25.30
内用薬 1149037F2204 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「三笠」 三笠製薬 25.30
内用薬 1149037F2212 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「明治」 Ｍｅ　ファルマ 25.30
内用薬 1149117F1012 トラマドール塩酸塩・アセト

アミノフェン
１錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン錠 11.90

内用薬 1149117F1055 トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ＪＧ」 日本ジェネリック 16.30

内用薬 1149117F1071 トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ＳＮ」 シオノケミカル 16.30

内用薬 1149117F1098 トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ＴＣＫ」 辰巳化学 16.30

内用薬 1149117F1136 トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「共創未来」 共創未来ファーマ 16.30

内用薬 1149117F1160 トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「サワイ」 沢井製薬 16.30

内用薬 1149117F1179 トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「サンド」 サンド 16.30

内用薬 1149117F1187 トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「武田テバ」 武田テバファーマ 16.30

内用薬 1149117F1195 トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「トーワ」 東和薬品 16.30

内用薬 1149117F1225 トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「日本臓器」 日本臓器製薬 16.30

内用薬 1149117F1250 トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「三笠」 三笠製薬 16.30

内用薬 1161001C1011 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ アマンタジン塩酸塩１０％細粒 6.70
内用薬 1161001F1018 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩５０ｍｇ錠 5.90
内用薬 1161001F2014 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩１００ｍｇ錠 5.90
内用薬 1162001B1048 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ ビペリデン塩酸塩散１％「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 14.80
内用薬 1162001C1051 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ ビペリデン塩酸塩細粒１％「アメル」 共和薬品工業 15.90
内用薬 1162001F1074 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.70
内用薬 1162001F1082 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 5.70
内用薬 1162001F2046 ビペリデン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.70
内用薬 1169002B1116 トリヘキシフェニジル塩酸塩 １％１ｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩散１％「ＣＨ」 長生堂製薬 16.50
内用薬 1169005F1014 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチンメシル酸塩２．５ｍｇ錠 15.00
内用薬 1169005F1260 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「フソー」 ダイト 43.70
内用薬 1169005F1316 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 43.70
内用薬 1169005F1324 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 43.70
内用薬 1169006M1018 ドロキシドパ １００ｍｇ１カプセル ドロキシドパ１００ｍｇカプセル 37.30
内用薬 1169006M2014 ドロキシドパ ２００ｍｇ１カプセル ドロキシドパ２００ｍｇカプセル 72.20
内用薬 1169008D1033 ペルゴリドメシル酸塩 ０．０２５％１ｇ ペルゴリド顆粒０．０２５％「日医工」 日医工 98.30
内用薬 1169008F1018 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠 ペルゴリドメシル酸塩５０μｇ錠 17.80
内用薬 1169008F2014 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 ペルゴリドメシル酸塩２５０μｇ錠 68.60
内用薬 1169008F2081 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 ペルゴリド錠２５０μｇ「ファイザー」 マイラン製薬 80.20
内用薬 1169010F1015 セレギリン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩２．５ｍｇ錠 158.80
内用薬 1169011F1010 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン０．２５ｍｇ錠 33.00
内用薬 1169011F2016 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン１ｍｇ錠 105.60
内用薬 1169012F1030 プラミペキソール塩酸塩水和

物
０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ａ

Ａ」
あすか製薬 12.70

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「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 12.70

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 12.70

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「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファーマ 12.70

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 12.70

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「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 12.70

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 12.70

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 12.70

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 12.70

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 12.70

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 12.70

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） 14.40

内用薬 1169012F1200 プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 12.70

内用薬 1169012F2037 プラミペキソール塩酸塩水和 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 45.00
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 45.00

内用薬 1169012F2053 プラミペキソール塩酸塩水和 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 45.00
内用薬 1169012F2061 プラミペキソール塩酸塩水和 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 45.00
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内用薬 1169012F2070 プラミペキソール塩酸塩水和 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 45.00
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 45.00

内用薬 1169012F2126 プラミペキソール塩酸塩水和 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 50.40
内用薬 1169012F2134 プラミペキソール塩酸塩水和 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 45.00
内用薬 1169012F2150 プラミペキソール塩酸塩水和 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 45.00
内用薬 1169012F2169 プラミペキソール塩酸塩水和 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 45.00
内用薬 1169012F2177 プラミペキソール塩酸塩水和 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 45.00
内用薬 1169012F2185 プラミペキソール塩酸塩水和 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） 45.00
内用薬 1169012F2207 プラミペキソール塩酸塩水和

物
０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 45.00

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 12.70

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 45.00

内用薬 1169012G1010 プラミペキソール塩酸塩水和 ０．３７５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩０．３７５ｍｇ徐放錠 29.50
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０．３７５ｍｇＭ

Ｉ「ＪＧ」
日本ジェネリック 33.50

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０．３７５ｍｇＭ
Ｉ「トーワ」

東和薬品 33.50

内用薬 1169012G2016 プラミペキソール塩酸塩水和 １．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩１．５ｍｇ徐放錠 102.80
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 116.00

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 116.00

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 12.90
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 42.70
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 73.60
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 12.90
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 42.70
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 73.60
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 76.20
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 76.20
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 76.20
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 260.90
内用薬 1169013G2045 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 260.90
内用薬 1169013G2053 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 260.90
内用薬 1169014F1013 エンタカポン １００ｍｇ１錠 エンタカポン１００ｍｇ錠 41.90
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 46.30
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 46.30
内用薬 1169101F1014 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 レボドパ・カルビドパＬ１００錠 9.90
内用薬 1169101F2010 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 レボドパ・カルビドパＬ２５０錠 23.90
内用薬 1169101F3017 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 レボドパ・カルビドパＬ５０錠 5.90
内用薬 1172014F2163 レボメプロマジンマレイン酸 ２５ｍｇ１錠 レボメプロマジン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70
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 1179008F2010 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩２５ｍｇ錠 11.60
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 23.80
内用薬 1179012F1010 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム５ｍｇ錠 5.70
内用薬 1179012F2017 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 クロチアゼパム１０ｍｇ錠 8.30
内用薬 1179016F1019 スルピリド １００ｍｇ１錠 スルピリド１００ｍｇ錠 6.40
内用薬 1179016F2015 スルピリド ２００ｍｇ１錠 スルピリド２００ｍｇ錠 8.00
内用薬 1179017F1013 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム１００ｍｇ錠 5.90
内用薬 1179017F2010 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム２００ｍｇ錠 6.60
内用薬 1179017F2079 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「フジナガ」 藤永製薬 11.20
内用薬 1179019F1071 ヒドロキシジンパモ酸塩 ２５ｍｇ１錠 ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 5.70
内用薬 1179020C1019 ハロペリドール １％１ｇ ハロペリドール１％細粒 7.50
内用薬 1179020C1299 ハロペリドール １％１ｇ 局 ハロペリドール細粒１％「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 12.80
内用薬 1179020C1302 ハロペリドール １％１ｇ 局 ハロペリドール細粒１％「タカタ」 高田製薬 13.20
内用薬 1179020F1244 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.00
内用薬 1179020F1252 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 6.00
内用薬 1179020F1260 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 6.00
内用薬 1179020F2100 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.10
内用薬 1179020F2119 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 6.10
内用薬 1179020F2127 ハロペリドール １ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 6.10
内用薬 1179020F3280 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 6.10
内用薬 1179020F3298 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.10
内用薬 1179020F3301 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 6.10
内用薬 1179020F3310 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 6.10
内用薬 1179020F4073 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.20
内用薬 1179020F4081 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠２ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 6.20
内用薬 1179020F4090 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 6.20
内用薬 1179020F5142 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 6.40
内用薬 1179020F5150 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠３ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 6.40
内用薬 1179020F5169 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠３ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 6.40
内用薬 1179023F1035 ペモリン １０ｍｇ１錠 ベタナミン錠１０ｍｇ 三和化学研究所 10.00
内用薬 1179023F2023 ペモリン ２５ｍｇ１錠 ベタナミン錠２５ｍｇ 三和化学研究所 22.50
内用薬 1179023F3020 ペモリン ５０ｍｇ１錠 ベタナミン錠５０ｍｇ 三和化学研究所 45.40
内用薬 1179024C1017 ゾテピン １０％１ｇ ゾテピン１０％細粒 20.60
内用薬 1179024C1106 ゾテピン １０％１ｇ ゾテピン細粒１０％「タカタ」 高田製薬 36.70
内用薬 1179024C2013 ゾテピン ５０％１ｇ ゾテピン５０％細粒 86.00
内用薬 1179024C2080 ゾテピン ５０％１ｇ ゾテピン細粒５０％「タカタ」 高田製薬 133.60
内用薬 1179024F1013 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ゾテピン２５ｍｇ錠 5.90
内用薬 1179024F1099 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ゾテピン錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 10.30
内用薬 1179024F2010 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ゾテピン５０ｍｇ錠 9.70
内用薬 1179024F2095 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ゾテピン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 17.30
内用薬 1179024F3016 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ゾテピン１００ｍｇ錠 17.30
内用薬 1179024F3083 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ゾテピン錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 34.30
内用薬 1179025C1011 エチゾラム １％１ｇ エチゾラム１％細粒 22.20
内用薬 1179025F1018 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム０．５ｍｇ錠 6.40
内用薬 1179025F2014 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム１ｍｇ錠 6.50
内用薬 1179025F2170 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 9.80
内用薬 1179025F2189 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 9.80
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内用薬 1179025F2197 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 9.80
内用薬 1179025F2219 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 9.80
内用薬 1179025F2227 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「日医工」 日医工 9.80
内用薬 1179025F2243 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 9.80
内用薬 1179025F2278 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 9.80
内用薬 1179025F2286 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 9.80
内用薬 1179025F2294 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「フジナガ」 藤永製薬 9.80
内用薬 1179025F2316 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「武田テバ」 武田テバ薬品 9.80
内用薬 1179025F3010 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 エチゾラム０．２５ｍｇ錠 5.90
内用薬 1179026C1016 チミペロン １％１ｇ チミペロン１％細粒 44.40
内用薬 1179026F1012 チミペロン ０．５ｍｇ１錠 チミペロン０．５ｍｇ錠 5.90
内用薬 1179026F2019 チミペロン １ｍｇ１錠 チミペロン１ｍｇ錠 5.90
内用薬 1179026F3015 チミペロン ３ｍｇ１錠 チミペロン３ｍｇ錠 16.50
内用薬 1179028C1015 ブロムペリドール １％１ｇ ブロムペリドール１％細粒 30.50
内用薬 1179028F1011 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ブロムペリドール１ｍｇ錠 5.70
内用薬 1179028F2018 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール３ｍｇ錠 8.60
内用薬 1179028F3014 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ブロムペリドール６ｍｇ錠 16.20
内用薬 1179034F1017 セチプチリンマレイン酸塩 １ｍｇ１錠 セチプチリンマレイン酸塩１ｍｇ錠 5.90
内用薬 1179037F1010 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 トラゾドン塩酸塩２５ｍｇ錠 5.90
内用薬 1179037F2017 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 トラゾドン塩酸塩５０ｍｇ錠 10.10
内用薬 1179038C1019 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン１％細粒 57.50
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 98.60
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 98.60
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 98.60
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 98.60
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 98.60
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 1179038F2011 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン２ｍｇ錠 10.70
内用薬 1179038F2046 リスペリドン ２ｍｇ１錠 局 リスペリドン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工 19.50
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 19.50
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 19.50
内用薬 1179038F3018 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン３ｍｇ錠 15.70
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 33.20
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 28.90
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 28.90
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 28.90
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 28.90
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 28.90
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 1179038F6017 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドン２ｍｇ口腔内崩壊錠 10.70
内用薬 1179038F6033 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 19.50
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 19.50
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 1179038F8010 リスペリドン ３ｍｇ１錠 リスペリドン３ｍｇ口腔内崩壊錠 15.70
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 28.90
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 28.90
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 28.90
内用薬 1179038S1013 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン０．１％液 27.40
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 40.20
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 40.20
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 18.80
内用薬 1179038S3016 リスペリドン ０．１％１ｍＬ１包 リスペリドン０．１％１ｍＬ液 40.70
内用薬 1179038S4012 リスペリドン ０．１％２ｍＬ１包 リスペリドン０．１％２ｍＬ液 49.90
内用薬 1179038S5019 リスペリドン ０．１％３ｍＬ１包 リスペリドン０．１％３ｍＬ液 71.70
内用薬 1179039F1044 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 10.10
内用薬 1179039F1052 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド 10.10

内用薬 1179039F1079 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 15.50
内用薬 1179039F1087 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 10.10
内用薬 1179039F1109 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 1179039F1117 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 10.10

内用薬 1179039F1125 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

10.10

内用薬 1179039F1141 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 10.10

内用薬 1179039F1150 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 14.50

内用薬 1179039F1168 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「日医
工」

日医工 10.10

内用薬 1179039F1184 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 14.50

内用薬 1179039F1192 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 10.10

内用薬 1179039F1206 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 10.10

内用薬 1179039F2040 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 18.10
内用薬 1179039F2059 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド 18.10

内用薬 1179039F2075 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 20.30
内用薬 1179039F2083 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 18.10
内用薬 1179039F2105 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 20.30
内用薬 1179039F2113 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 18.10

内用薬 1179039F2121 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

18.10

内用薬 1179039F2148 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 18.10

内用薬 1179039F2156 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 18.10

内用薬 1179039F2164 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工 18.10
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内用薬 1179039F2180 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 25.40

内用薬 1179039F2199 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 18.10

内用薬 1179039F2202 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 18.10

内用薬 1179039F3047 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 35.50
内用薬 1179039F3055 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
エルメッド 24.50

内用薬 1179039F3071 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 37.60
内用薬 1179039F3080 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 24.50
内用薬 1179039F3101 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 27.40
内用薬 1179039F3110 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 24.50

内用薬 1179039F3128 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

27.40

内用薬 1179039F3144 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 24.50

内用薬 1179039F3152 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 35.50

内用薬 1179039F3160 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「日医
工」

日医工 24.50

内用薬 1179039F3187 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 35.50

内用薬 1179039F3195 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 35.50

内用薬 1179039F3209 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 24.50

内用薬 1179040F1055 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 9.60
内用薬 1179040F1071 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 10.30
内用薬 1179040F1080 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 9.60
内用薬 1179040F1098 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 9.60
内用薬 1179040F1110 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 9.60
内用薬 1179040F1128 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 9.60
内用薬 1179040F2051 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 10.30
内用薬 1179040F2078 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 13.60
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 13.60
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 13.60
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 13.60
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 13.60
内用薬 1179040F3031 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 9.00
内用薬 1179040F3040 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 9.00
内用薬 1179040F3058 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 9.00
内用薬 1179040F3082 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 9.60
内用薬 1179040F3104 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 9.00
内用薬 1179040F3120 ミルナシプラン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 9.00
内用薬 1179040F4038 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 22.00
内用薬 1179040F4054 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 23.70
内用薬 1179040F4062 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 22.00
内用薬 1179040F4070 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 22.00
内用薬 1179040F4097 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 22.00
内用薬 1179040F4119 ミルナシプラン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 23.70
内用薬 1179041F1017 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩１０ｍｇ錠 17.80
内用薬 1179041F1033 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 23.10
内用薬 1179041F1041 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 23.10
内用薬 1179041F1050 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 23.10
内用薬 1179041F1068 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 23.10
内用薬 1179041F1149 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 35.20
内用薬 1179041F1181 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 23.10
内用薬 1179041F1190 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 23.10
内用薬 1179041F1203 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 35.20
内用薬 1179041F1211 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 23.10
内用薬 1179041F1220 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 23.10
内用薬 1179041F1238 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 23.10
内用薬 1179041F1254 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 23.10
内用薬 1179041F1262 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 23.10
内用薬 1179041F1289 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 23.10
内用薬 1179041F1300 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
23.10

内用薬 1179041F1327 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 26.30
内用薬 1179041F1335 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「アスペン」 アスペンジャパン 23.10
内用薬 1179041F1351 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 23.10
内用薬 1179041F2013 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩２０ｍｇ錠 29.20
内用薬 1179041F2030 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 41.70
内用薬 1179041F2048 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 41.70
内用薬 1179041F2056 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 41.70
内用薬 1179041F2064 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 41.70
内用薬 1179041F2099 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 41.70
内用薬 1179041F2145 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 41.70
内用薬 1179041F2188 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 41.70
内用薬 1179041F2196 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 41.70
内用薬 1179041F2200 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 62.90
内用薬 1179041F2218 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 41.70
内用薬 1179041F2226 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 41.70
内用薬 1179041F2234 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 41.70
内用薬 1179041F2242 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 41.70
内用薬 1179041F2250 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 41.70
内用薬 1179041F2269 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 41.70
内用薬 1179041F2285 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 41.70
内用薬 1179041F2307 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
41.70

内用薬 1179041F2323 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 47.10
内用薬 1179041F3010 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩５ｍｇ錠 10.10
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内用薬 1179041F3036 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 14.40
内用薬 1179041F3052 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 14.40
内用薬 1179041F3095 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 14.40
内用薬 1179041F3109 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 14.40
内用薬 1179041F3125 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 14.40
内用薬 1179041F3133 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 14.40
内用薬 1179041F3141 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 14.40
内用薬 1179041F3150 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 14.40
内用薬 1179041F3168 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「サンド」 サンド 14.40
内用薬 1179041F3176 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 14.40
内用薬 1179041F3184 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 14.40
内用薬 1179041F3192 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 14.40
内用薬 1179041F3206 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 14.40
内用薬 1179041F3214 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 14.40
内用薬 1179041F3222 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 14.40
内用薬 1179041F3230 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
14.40

内用薬 1179041F3257 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 14.40
内用薬 1179041F3265 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 14.40
内用薬 1179041F3290 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 14.40
内用薬 1179041F3311 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 14.40
内用薬 1179041F4024 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 23.10
内用薬 1179041F5020 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 41.70
内用薬 1179041F6027 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 14.40
内用薬 1179042C1031 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「ＥＥ」 高田製薬 166.90
内用薬 1179042C1040 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 166.90
内用薬 1179042C1058 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「サワイ」 沢井製薬 166.90
内用薬 1179042C1066 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「三和」 シオノケミカル 166.90
内用薬 1179042C1074 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「テバ」 武田テバファーマ 188.60
内用薬 1179042C1082 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「トーワ」 東和薬品 166.90
内用薬 1179042C1090 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「ヨシトミ」 ニプロＥＳファーマ 166.90
内用薬 1179042C1104 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「ＭＥＥＫ」 小林化工 166.90
内用薬 1179042C1112 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
166.90

内用薬 1179042C2020 クエチアピンフマル酸塩 １０％１ｇ 局 クエチアピン細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 43.60
内用薬 1179042F1011 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩２５ｍｇ錠 10.10
内用薬 1179042F1038 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 10.10
内用薬 1179042F1046 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 10.10
内用薬 1179042F1054 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 10.10
内用薬 1179042F1062 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 10.40
内用薬 1179042F1070 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.40
内用薬 1179042F1119 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.10
内用薬 1179042F1135 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「三和」 シオノケミカル 10.10
内用薬 1179042F1143 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 10.10
内用薬 1179042F1160 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 1179042F1178 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 10.10
内用薬 1179042F1194 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.10

内用薬 1179042F1208 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」 ニプロＥＳファーマ 10.10
内用薬 1179042F2018 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩１００ｍｇ錠 24.70
内用薬 1179042F2034 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 31.70
内用薬 1179042F2042 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 31.70
内用薬 1179042F2050 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 31.70
内用薬 1179042F2069 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 31.70
内用薬 1179042F2077 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 34.90
内用薬 1179042F2115 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 31.70
内用薬 1179042F2131 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 31.70
内用薬 1179042F2140 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 34.90
内用薬 1179042F2174 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 31.70
内用薬 1179042F2190 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
31.70

内用薬 1179042F2204 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「ヨシトミ」 ニプロＥＳファーマ 31.70
内用薬 1179042F3014 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩２００ｍｇ錠 41.90
内用薬 1179042F3049 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 59.20
内用薬 1179042F3057 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 59.20
内用薬 1179042F3073 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 65.80
内用薬 1179042F3081 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 59.20
内用薬 1179042F3111 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 59.20
内用薬 1179042F3138 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 59.20
内用薬 1179042F3146 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 65.80
内用薬 1179042F3154 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 59.20
内用薬 1179042F3170 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 59.20
内用薬 1179042F3197 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
59.20

内用薬 1179042F3200 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「ヨシトミ」 ニプロＥＳファーマ 59.20
内用薬 1179042F4029 クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 10.10
内用薬 1179042F4037 クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 10.10
内用薬 1179042F4045 クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.10

内用薬 1179042F5025 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 高田製薬 17.10
内用薬 1179042F5033 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 17.10
内用薬 1179042F5041 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 17.10
内用薬 1179042F5050 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠５０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 17.10
内用薬 1179042F5068 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠５０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
17.10

内用薬 1179043F1040 ペロスピロン塩酸塩水和物 ４ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 7.50
内用薬 1179043F2047 ペロスピロン塩酸塩水和物 ８ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 14.30
内用薬 1179043F3035 ペロスピロン塩酸塩水和物 １６ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠１６ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 24.90
内用薬 1179044C1014 オランザピン １％１ｇ オランザピン１％細粒 57.50
内用薬 1179044C1073 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「トーワ」 東和薬品 88.80
内用薬 1179044C1111 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
88.80
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内用薬 1179044C1120 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「ヨシトミ」 ニプロＥＳファーマ 88.80
内用薬 1179044C1146 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「タカタ」 高田製薬 88.80
内用薬 1179044F1010 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン２．５ｍｇ錠 13.70
内用薬 1179044F1126 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン錠２．５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 23.90
内用薬 1179044F1142 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 23.90
内用薬 1179044F1193 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
23.90

内用薬 1179044F2017 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン５ｍｇ錠 28.90
内用薬 1179044F3013 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピン１０ｍｇ錠 49.70
内用薬 1179044F3196 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピン錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
86.60

内用薬 1179044F4010 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン５ｍｇ口腔内崩壊錠 28.90
内用薬 1179044F5016 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピン１０ｍｇ口腔内崩壊錠 49.70
内用薬 1179044F6012 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピン２．５ｍｇ口腔内崩壊錠 13.70
内用薬 1179044F6128 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
23.90

内用薬 1179044F7027 オランザピン １．２５ｍｇ１錠 オランザピン錠１．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 8.40
内用薬 1179044F8023 オランザピン ２０ｍｇ１錠 オランザピン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 69.70
内用薬 1179044F8031 オランザピン ２０ｍｇ１錠 オランザピン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 69.70
内用薬 1179044F8040 オランザピン ２０ｍｇ１錠 オランザピン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 69.70
内用薬 1179044F9020 オランザピン １．２５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠１．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 8.40
内用薬 1179045B1013 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール１％散 25.70
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 36.60
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 36.60
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
36.60

内用薬 1179045C1027 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール細粒１％「タカタ」 高田製薬 36.60
内用薬 1179045F1015 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール３ｍｇ錠 9.70
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 17.70
内用薬 1179045F1120 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
17.70

内用薬 1179045F2011 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール６ｍｇ錠 17.70
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 34.20
内用薬 1179045F2089 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「タカタ」 高田製薬 34.20
内用薬 1179045F2127 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
34.20

内用薬 1179045F3018 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾール１２ｍｇ錠 33.60
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
65.00

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 9.70
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 17.70
内用薬 1179045F4120 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
17.70

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 17.70
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 34.20
内用薬 1179045F5126 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
34.20

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 33.60
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 65.00
内用薬 1179045F6122 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
65.00

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 68.30
内用薬 1179045F9016 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 アリピプラゾール２４ｍｇ錠 68.30
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 58.00
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 48.10
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
48.10

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 48.10
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 48.10
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 48.10
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 110.20
内用薬 1179045S3032 アリピプラゾール ０．１％６ｍＬ１包 アリピプラゾール内用液分包６ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 92.90
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
92.90

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 92.90
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 92.90
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 92.90
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 225.90

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 189.00
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
189.00

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 189.00
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 189.00
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 189.00
内用薬 1179046F1010 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリン塩酸塩２５ｍｇ錠 13.10
内用薬 1179046F1044 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 22.20
内用薬 1179046F1087 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 22.20
内用薬 1179046F1109 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 22.20
内用薬 1179046F1141 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 22.20
内用薬 1179046F1168 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 22.20
内用薬 1179046F1176 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 22.20
内用薬 1179046F1206 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
22.20

内用薬 1179046F2016 セルトラリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 セルトラリン塩酸塩５０ｍｇ錠 23.20
内用薬 1179046F2040 セルトラリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 38.40
内用薬 1179046F2083 セルトラリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「科研」 ダイト 38.40
内用薬 1179046F2148 セルトラリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 38.40
内用薬 1179046F2172 セルトラリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 38.40
内用薬 1179046F2202 セルトラリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
38.40

内用薬 1179046F3012 セルトラリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セルトラリン塩酸塩１００ｍｇ錠 37.30
内用薬 1179046F3055 セルトラリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 65.80
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内用薬 1179046F3071 セルトラリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

65.80

内用薬 1179046F3098 セルトラリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 65.80
内用薬 1179046F3101 セルトラリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 76.90
内用薬 1179046F3110 セルトラリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「科研」 ダイト 65.80
内用薬 1179046F3128 セルトラリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
76.90

内用薬 1179046F3136 セルトラリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 65.80
内用薬 1179046F3195 セルトラリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 65.80
内用薬 1179046F4019 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリン塩酸塩２５ｍｇ口腔内崩壊錠 13.10
内用薬 1179046F4043 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 22.20
内用薬 1179046F5015 セルトラリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 セルトラリン塩酸塩５０ｍｇ口腔内崩壊錠 23.20
内用薬 1179046F5040 セルトラリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 38.40
内用薬 1179046F6038 セルトラリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 65.80
内用薬 1179048B1033 ブロナンセリン ２％１ｇ ブロナンセリン散２％「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプロモ 188.20
内用薬 1179048B1041 ブロナンセリン ２％１ｇ ブロナンセリン散２％「アメル」 共和薬品工業 188.20
内用薬 1179048B1050 ブロナンセリン ２％１ｇ ブロナンセリン散２％「サワイ」 沢井製薬 188.20
内用薬 1179048F1019 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン２ｍｇ錠 13.00
内用薬 1179048F1035 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 19.50
内用薬 1179048F1043 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプロモ 19.50
内用薬 1179048F1060 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 19.50
内用薬 1179048F1086 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 19.50
内用薬 1179048F1094 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 19.50
内用薬 1179048F1108 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 19.50
内用薬 1179048F1116 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 19.50
内用薬 1179048F1124 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 19.50
内用薬 1179048F2015 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン４ｍｇ錠 28.60
内用薬 1179048F2031 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 35.80
内用薬 1179048F2040 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプロモ 35.80
内用薬 1179048F2082 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 35.80
内用薬 1179048F2090 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「タカタ」 高田製薬 35.80
内用薬 1179048F2104 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 35.80
内用薬 1179048F2112 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 35.80
内用薬 1179048F2120 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 35.80
内用薬 1179048F3011 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン８ｍｇ錠 40.90
内用薬 1179048F3038 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 71.30
内用薬 1179048F3046 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプロモ 71.30
内用薬 1179048F3089 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 71.30
内用薬 1179048F3097 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「タカタ」 高田製薬 71.30
内用薬 1179048F3100 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 71.30
内用薬 1179048F3119 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「日医工」 日医工 71.30
内用薬 1179048F3127 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 71.30
内用薬 1179050F1024 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ジェイドルフ製薬 77.10
内用薬 1179050F1032 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 77.10
内用薬 1179050F1040 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 77.10
内用薬 1179050F1059 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 77.10
内用薬 1179050F1067 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 77.10
内用薬 1179050F2020 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ジェイドルフ製薬 90.30
内用薬 1179050F2039 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 90.30
内用薬 1179050F2047 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 90.30
内用薬 1179050F2055 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠１０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 90.30
内用薬 1179050F2063 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 90.30
内用薬 1179050F3027 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ジェイドルフ製薬 113.50
内用薬 1179050F3035 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 113.50
内用薬 1179050F3043 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 113.50
内用薬 1179050F3051 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠２５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 113.50
内用薬 1179050F3060 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 113.50
内用薬 1179050F4023 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ジェイドルフ製薬 123.90
内用薬 1179050F4031 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠４０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 123.90
内用薬 1179050F4040 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 123.90
内用薬 1179050F4058 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠４０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 123.90
内用薬 1179050F4066 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 123.90
内用薬 1179050M1031 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 77.10
内用薬 1179050M1040 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル５ｍｇ「日医工」 日医工 77.10
内用薬 1179050M1058 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 77.10
内用薬 1179050M1066 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 77.10
内用薬 1179050M2038 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 90.30
内用薬 1179050M2046 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「日医工」 日医工 90.30
内用薬 1179050M2054 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 90.30
内用薬 1179050M2062 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 90.30
内用薬 1179050M3034 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 113.50
内用薬 1179050M3042 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「日医工」 日医工 113.50
内用薬 1179050M3050 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 113.50
内用薬 1179050M3069 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 113.50
内用薬 1179050M4030 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 123.90
内用薬 1179050M4049 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「日医工」 日医工 123.90
内用薬 1179050M4057 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 123.90
内用薬 1179050M4065 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 123.90
内用薬 1179050S1030 アトモキセチン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ アトモキセチン内用液０．４％「トーワ」 東和薬品 62.00
内用薬 1179050S1049 アトモキセチン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ アトモキセチン内用液０．４％「ニプロ」 ニプロ 62.00
内用薬 1179050S1057 アトモキセチン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ アトモキセチン内用液０．４％「ＪＧ」 日本ジェネリック 62.00
内用薬 1179051F1010 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン１５ｍｇ錠 23.70
内用薬 1179051F1053 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 34.20
内用薬 1179051F1096 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ 34.20
内用薬 1179051F1126 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 34.20
内用薬 1179051F1134 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 34.20
内用薬 1179051F1142 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 34.20
内用薬 1179051F1193 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 34.20
内用薬 1179051F1207 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」 大蔵製薬 34.20
内用薬 1179051F2017 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン３０ｍｇ錠 42.80
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内用薬 1179051F2050 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 56.90
内用薬 1179051F2068 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 67.80
内用薬 1179051F2092 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ 56.90
内用薬 1179051F2122 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 56.90
内用薬 1179051F2130 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 56.90
内用薬 1179051F2149 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 56.90
内用薬 1179051F2190 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 56.90
内用薬 1179051F2203 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン錠３０ｍｇ「明治」 大蔵製薬 56.90
内用薬 1179051F3013 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン１５ｍｇ口腔内崩壊錠 23.70
内用薬 1179051F3021 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ジェイドルフ製薬 34.20
内用薬 1179051F3030 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 34.20
内用薬 1179051F3048 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 34.20
内用薬 1179051F3056 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 34.20
内用薬 1179051F4010 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピン３０ｍｇ口腔内崩壊錠 42.80
内用薬 1179051F4028 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ジェイドルフ製薬 56.90
内用薬 1179051F4036 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 56.90
内用薬 1179051F4044 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 56.90
内用薬 1179051F4052 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 56.90
内用薬 1180107D1107 非ピリン系感冒剤 １ｇ サラザック配合顆粒 武田テバファーマ 6.30
内用薬 1180107D1115 非ピリン系感冒剤 １ｇ セラピナ配合顆粒 シオノケミカル 6.30
内用薬 1180107D1123 非ピリン系感冒剤 １ｇ トーワチーム配合顆粒 東和薬品 6.30
内用薬 1180107D1158 非ピリン系感冒剤 １ｇ マリキナ配合顆粒 鶴原製薬 6.30
内用薬 1180109F1034 非ピリン系感冒剤 １錠 ピーエイ配合錠 全星薬品工業 4.70
内用薬 1190004C1017 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ チアプリド塩酸塩１０％細粒 13.40
内用薬 1190004F1013 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩２５ｍｇ錠 7.90
内用薬 1190004F2010 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩５０ｍｇ錠 10.10
内用薬 1190011F1030 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 596.20
内用薬 1190011F1048 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 596.20
内用薬 1190012C1038 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 局 ドネペジル塩酸塩細粒０．５％「アメル」 共和薬品工業 67.90
内用薬 1190012C1046 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 局 ドネペジル塩酸塩細粒０．５％「サワイ」 沢井製薬 67.90
内用薬 1190012C1054 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 局 ドネペジル塩酸塩細粒０．５％「日医工」 日医工 67.90
内用薬 1190012F1018 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩３ｍｇ錠 26.90
内用薬 1190012F1042 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 48.30
内用薬 1190012F1069 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 48.30
内用薬 1190012F1077 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 48.30
内用薬 1190012F1085 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 48.30
内用薬 1190012F1093 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 48.30
内用薬 1190012F1107 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 48.30
内用薬 1190012F1115 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 48.30
内用薬 1190012F1123 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 48.30
内用薬 1190012F1131 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 48.30
内用薬 1190012F1140 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「科研」 シオノケミカル 75.70
内用薬 1190012F1158 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
48.30

内用薬 1190012F1166 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 75.70
内用薬 1190012F1182 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 48.30
内用薬 1190012F1190 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「サンド」 サンド 57.30
内用薬 1190012F1212 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 48.30
内用薬 1190012F1220 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 48.30
内用薬 1190012F1239 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 48.30
内用薬 1190012F1247 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日医工」 日医工 48.30
内用薬 1190012F1255 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 48.30
内用薬 1190012F1271 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
48.30

内用薬 1190012F1301 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 48.30
内用薬 1190012F1310 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 48.30
内用薬 1190012F2014 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩５ｍｇ錠 49.80
内用薬 1190012F2049 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 71.80
内用薬 1190012F2065 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 71.80
内用薬 1190012F2073 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 71.80
内用薬 1190012F2090 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 71.80
内用薬 1190012F2103 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 71.80
内用薬 1190012F2120 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 71.80
内用薬 1190012F2138 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 71.80
内用薬 1190012F2146 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 115.50
内用薬 1190012F2154 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
71.80

内用薬 1190012F2162 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 71.80
内用薬 1190012F2189 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 71.80
内用薬 1190012F2197 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 71.80
内用薬 1190012F2219 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 71.80
内用薬 1190012F2227 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 71.80
内用薬 1190012F2235 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 71.80
内用薬 1190012F2251 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 71.80
内用薬 1190012F2278 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
71.80

内用薬 1190012F2308 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 71.80
内用薬 1190012F2316 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 71.80
内用薬 1190012F3010 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩３ｍｇ口腔内崩壊錠 26.90
内用薬 1190012F3045 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 48.30
内用薬 1190012F3053 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 48.30
内用薬 1190012F3088 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 75.70
内用薬 1190012F3096 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 48.30
内用薬 1190012F3100 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 48.30
内用薬 1190012F3118 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 48.30
内用薬 1190012F3126 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「科研」 シオノケミカル 75.70
内用薬 1190012F3134 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
48.30

内用薬 1190012F3142 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 48.30
内用薬 1190012F3169 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 48.30
内用薬 1190012F3185 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 48.30
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内用薬 1190012F3193 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 48.30
内用薬 1190012F3207 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 48.30
内用薬 1190012F3215 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 日医工 48.30
内用薬 1190012F3223 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 48.30
内用薬 1190012F3240 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
48.30

内用薬 1190012F3258 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「モチダ」 ダイト 48.30
内用薬 1190012F3266 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム３ｍｇ「ＥＥ」 救急薬品工業 48.30
内用薬 1190012F3274 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 48.30
内用薬 1190012F3282 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 48.30
内用薬 1190012F3290 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 48.30
内用薬 1190012F3304 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 48.30
内用薬 1190012F3320 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 48.30
内用薬 1190012F4017 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩５ｍｇ口腔内崩壊錠 49.80
内用薬 1190012F4041 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 71.80
内用薬 1190012F4050 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 71.80
内用薬 1190012F4084 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 71.80
内用薬 1190012F4092 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 71.80
内用薬 1190012F4106 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 71.80
内用薬 1190012F4122 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「科研」 シオノケミカル 115.50
内用薬 1190012F4130 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
71.80

内用薬 1190012F4149 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 71.80
内用薬 1190012F4165 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 71.80
内用薬 1190012F4181 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 71.80
内用薬 1190012F4190 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 71.80
内用薬 1190012F4203 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 71.80
内用薬 1190012F4220 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 71.80
内用薬 1190012F4246 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
71.80

内用薬 1190012F4254 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「モチダ」 ダイト 71.80
内用薬 1190012F4262 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「ＥＥ」 救急薬品工業 115.50
内用薬 1190012F4270 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 71.80
内用薬 1190012F4289 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 71.80
内用薬 1190012F4297 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 71.80
内用薬 1190012F4300 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 71.80
内用薬 1190012F4327 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 71.80
内用薬 1190012F5013 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩１０ｍｇ錠 89.50
内用薬 1190012F5048 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 124.70
内用薬 1190012F5064 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 124.70
内用薬 1190012F5072 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 124.70
内用薬 1190012F5102 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 124.70
内用薬 1190012F5129 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 124.70
内用薬 1190012F5153 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 124.70
内用薬 1190012F5161 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 197.70
内用薬 1190012F5170 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
124.70

内用薬 1190012F5188 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 197.70
内用薬 1190012F5196 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 124.70
内用薬 1190012F5200 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 124.70
内用薬 1190012F5218 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 124.70
内用薬 1190012F5226 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 124.70
内用薬 1190012F5234 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 124.70
内用薬 1190012F5250 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 124.70
内用薬 1190012F5269 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
124.70

内用薬 1190012F6010 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩１０ｍｇ口腔内崩壊錠 89.50
内用薬 1190012F6036 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 124.70
内用薬 1190012F6052 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 124.70
内用薬 1190012F6060 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 124.70
内用薬 1190012F6095 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 124.70
内用薬 1190012F6109 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 124.70
内用薬 1190012F6117 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 124.70
内用薬 1190012F6125 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 124.70
内用薬 1190012F6133 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 146.70
内用薬 1190012F6150 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 124.70
内用薬 1190012F6168 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 197.70
内用薬 1190012F6176 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
124.70

内用薬 1190012F6184 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 124.70
内用薬 1190012F6192 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 124.70
内用薬 1190012F6214 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 124.70
内用薬 1190012F6222 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 124.70
内用薬 1190012F6230 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 124.70
内用薬 1190012F6249 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 124.70
内用薬 1190012F6265 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 124.70
内用薬 1190012F6273 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
124.70

内用薬 1190012F6281 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「モチダ」 ダイト 124.70
内用薬 1190012F6290 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ「ＥＥ」 救急薬品工業 197.70
内用薬 1190012Q1035 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 94.50
内用薬 1190012Q1043 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー３ｍｇ「日医工」 日医工 94.50
内用薬 1190012Q2031 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 150.70
内用薬 1190012Q2040 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー５ｍｇ「日医工」 日医工 150.70
内用薬 1190012Q3038 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 158.30
内用薬 1190012Q3046 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「日医工」 日医工 276.60
内用薬 1190012S1024 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 55.30
内用薬 1190012S1032 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 94.50
内用薬 1190012S2020 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 150.70
内用薬 1190012S2039 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 150.70
内用薬 1190012S3027 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 187.00
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内用薬 1190012S3035 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 158.30
内用薬 1190014F1041 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 341.60
内用薬 1190014F1050 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 341.60
内用薬 1190014F1068 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 341.60
内用薬 1190014F2030 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 341.60
内用薬 1190014F2048 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 341.60
内用薬 1190014F2056 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 341.60
内用薬 1190014F2064 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 341.60
内用薬 1190015F1038 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「サワ

イ」
沢井製薬 384.40

内用薬 1190015F1046 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 384.40

内用薬 1190015F1054 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 ナルフラフィン塩酸塩ＯＤフィルム２．５μｇ
「ニプロ」

ニプロ 384.40

内用薬 1190015M1010 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセル ナルフラフィン塩酸塩２．５μｇカプセル 220.10
内用薬 1190015M1061 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセル ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５μｇ「あす

か」
あすか製薬 384.40

内用薬 1190015M1070 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセル ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５μｇ「キッ
セイ」

キッセイ薬品工業 384.40

内用薬 1190015M1088 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセル ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５μｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 384.40

内用薬 1190015M1096 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセル ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５μｇ「トー
ワ」

シー・エイチ・オー
新薬

384.40

内用薬 1190015M1100 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセル ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５μｇ「日医
工」

日医工 384.40

内用薬 1190015M1118 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセル ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５μｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 384.40

内用薬 1190017F1037 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 21.80
内用薬 1190017F1045 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 21.80
内用薬 1190017F1053 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 21.80
内用薬 1190017F1061 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 21.80
内用薬 1190017F1070 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 21.80
内用薬 1190017F1088 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 21.80
内用薬 1190017F1096 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 21.80
内用薬 1190017F1100 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 21.80
内用薬 1190017F1118 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 21.80
内用薬 1190017F1126 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 21.80
内用薬 1190017F1134 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
21.80

内用薬 1190017F1142 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 21.80
内用薬 1190017F1150 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 21.80
内用薬 1190017F1169 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 21.80
内用薬 1190017F1177 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 21.80
内用薬 1190017F1185 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 21.80
内用薬 1190017F1193 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 21.80
内用薬 1190017F1207 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 21.80
内用薬 1190017F1215 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザーＵＰＪ 21.80
内用薬 1190017F1223 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 21.80
内用薬 1190017F1231 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「三笠」 三笠製薬 21.80
内用薬 1190017F1240 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「明治」 日新製薬（山形） 21.80
内用薬 1190017F2033 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 36.30
内用薬 1190017F2041 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 36.30
内用薬 1190017F2050 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 36.30
内用薬 1190017F2068 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 36.30
内用薬 1190017F2076 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 36.30
内用薬 1190017F2084 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 36.30
内用薬 1190017F2092 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 36.30
内用薬 1190017F2106 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 36.30
内用薬 1190017F2114 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 36.30
内用薬 1190017F2122 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「科研」 ダイト 36.30
内用薬 1190017F2130 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
36.30

内用薬 1190017F2149 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 36.30
内用薬 1190017F2157 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 36.30
内用薬 1190017F2165 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「サンド」 サンド 36.30
内用薬 1190017F2173 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 36.30
内用薬 1190017F2181 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 36.30
内用薬 1190017F2190 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「日医工」 日医工 36.30
内用薬 1190017F2203 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 36.30
内用薬 1190017F2211 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ファイザー」 ファイザーＵＰＪ 36.30
内用薬 1190017F2220 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 36.30
内用薬 1190017F2238 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「三笠」 三笠製薬 36.30
内用薬 1190017F2246 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「明治」 日新製薬（山形） 36.30
内用薬 1190017F3030 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 50.10
内用薬 1190017F3048 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 50.10
内用薬 1190017F3056 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 50.10
内用薬 1190017F3064 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 50.10
内用薬 1190017F3072 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 50.10
内用薬 1190017F3080 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 50.10
内用薬 1190017F3099 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 50.10
内用薬 1190017F3102 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 50.10
内用薬 1190017F3110 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 50.10
内用薬 1190017F3129 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「科研」 ダイト 50.10
内用薬 1190017F3137 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
50.10

内用薬 1190017F3145 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 50.10
内用薬 1190017F3153 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 50.10
内用薬 1190017F3161 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「サンド」 サンド 50.10
内用薬 1190017F3170 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 50.10
内用薬 1190017F3188 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 50.10
内用薬 1190017F3196 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「日医工」 日医工 50.10
内用薬 1190017F3200 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 50.10
内用薬 1190017F3218 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザーＵＰＪ 50.10
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内用薬 1190017F3226 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 50.10
内用薬 1190017F3234 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「三笠」 三笠製薬 50.10
内用薬 1190017F3242 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「明治」 日新製薬（山形） 50.10
内用薬 1190017F4028 プレガバリン ５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 30.00
内用薬 1190017F4036 プレガバリン ５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 30.00
内用薬 1190017F4044 プレガバリン ５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 30.00
内用薬 1190017F4052 プレガバリン ５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 30.00
内用薬 1190017F4060 プレガバリン ５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「三笠」 三笠製薬 30.00
内用薬 1190017M1036 プレガバリン ２５ｍｇ１カプセル プレガバリンカプセル２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 21.80
内用薬 1190017M1044 プレガバリン ２５ｍｇ１カプセル プレガバリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 21.80
内用薬 1190017M1052 プレガバリン ２５ｍｇ１カプセル プレガバリンカプセル２５ｍｇ「日医工」 日医工 21.80
内用薬 1190017M2032 プレガバリン ７５ｍｇ１カプセル プレガバリンカプセル７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 36.30
内用薬 1190017M2040 プレガバリン ７５ｍｇ１カプセル プレガバリンカプセル７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 36.30
内用薬 1190017M2059 プレガバリン ７５ｍｇ１カプセル プレガバリンカプセル７５ｍｇ「日医工」 日医工 36.30
内用薬 1190017M3039 プレガバリン １５０ｍｇ１カプセル プレガバリンカプセル１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 50.10
内用薬 1190017M3047 プレガバリン １５０ｍｇ１カプセル プレガバリンカプセル１５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 50.10
内用薬 1190017M3055 プレガバリン １５０ｍｇ１カプセル プレガバリンカプセル１５０ｍｇ「日医工」 日医工 50.10
内用薬 1190018F1015 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩５ｍｇ錠 29.20
内用薬 1190018F1031 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 41.90
内用薬 1190018F1040 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 41.90
内用薬 1190018F1082 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 41.90
内用薬 1190018F1090 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 41.90
内用薬 1190018F1112 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
41.90

内用薬 1190018F2011 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩１０ｍｇ錠 51.90
内用薬 1190018F2038 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 74.70
内用薬 1190018F2046 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 74.70
内用薬 1190018F2089 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 74.70
内用薬 1190018F2097 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 74.70
内用薬 1190018F2119 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
74.70

内用薬 1190018F3018 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩２０ｍｇ錠 92.00
内用薬 1190018F3034 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 133.40
内用薬 1190018F3042 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 133.40
内用薬 1190018F3085 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 133.40
内用薬 1190018F3093 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 133.40
内用薬 1190018F3115 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
133.40

内用薬 1190018F4014 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩５ｍｇ口腔内崩壊錠 29.20
内用薬 1190018F4030 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 41.90
内用薬 1190018F4049 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 41.90
内用薬 1190018F4057 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 41.90
内用薬 1190018F4073 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 41.90
内用薬 1190018F4138 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「クラシエ」 日本薬品工業 41.90
内用薬 1190018F4154 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 41.90
内用薬 1190018F4170 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 41.90
内用薬 1190018F4197 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 41.90
内用薬 1190018F4219 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 41.90
内用薬 1190018F4235 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「フェルゼン」 ダイト 41.90
内用薬 1190018F4243 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
41.90

内用薬 1190018F5010 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩１０ｍｇ口腔内崩壊錠 51.90
内用薬 1190018F5037 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 74.70
内用薬 1190018F5045 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 74.70
内用薬 1190018F5053 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 74.70
内用薬 1190018F5070 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 74.70
内用薬 1190018F5134 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「クラシエ」 日本薬品工業 74.70
内用薬 1190018F5150 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 74.70
内用薬 1190018F5177 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 74.70
内用薬 1190018F5193 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 74.70
内用薬 1190018F5231 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「フェルゼン」 ダイト 74.70
内用薬 1190018F5240 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
74.70

内用薬 1190018F6017 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩２０ｍｇ口腔内崩壊錠 92.00
内用薬 1190018F6033 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 133.40
内用薬 1190018F6041 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 133.40
内用薬 1190018F6050 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 133.40
内用薬 1190018F6076 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 133.40
内用薬 1190018F6130 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「クラシエ」 日本薬品工業 133.40
内用薬 1190018F6157 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 133.40
内用薬 1190018F6173 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 133.40
内用薬 1190018F6190 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 133.40
内用薬 1190018F6211 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 133.40
内用薬 1190018F6238 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「フェルゼン」 ダイト 133.40
内用薬 1190018F6246 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
133.40

内用薬 1190018F7021 メマンチン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 95.70
内用薬 1190018F7030 メマンチン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１５ｍｇ「クラシエ」 日本薬品工業 95.70
内用薬 1190018F7048 メマンチン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 95.70
内用薬 1190018F7056 メマンチン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１５ｍｇ「サンド」 サンド 95.70
内用薬 1190018F7064 メマンチン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 95.70
内用薬 1190018R1038 メマンチン塩酸塩 ２％１ｇ メマンチン塩酸塩ＤＳ２％「サワイ」 沢井製薬 167.80
内用薬 1190018R1046 メマンチン塩酸塩 ２％１ｇ メマンチン塩酸塩ドライシロップ２％「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エスファ 193.90

内用薬 1190019F4035 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 33.40
内用薬 1190019F4043 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 42.80
内用薬 1190019F4051 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 33.40
内用薬 1190019F4060 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 33.40
内用薬 1190019F4078 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 42.80
内用薬 1190019F4086 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 33.40
内用薬 1190019F4094 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 42.80
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内用薬 1190019F4108 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「日医工」 エルメッド 33.40
内用薬 1190019F4116 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 33.40
内用薬 1190019F5031 ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 55.40
内用薬 1190019F5040 ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 55.40
内用薬 1190019F5058 ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 55.40
内用薬 1190019F5066 ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 55.40
内用薬 1190019F5074 ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 55.40
内用薬 1190019F5082 ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 55.40
内用薬 1190019F5090 ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 55.40
内用薬 1190019F5104 ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「日医工」 エルメッド 55.40
内用薬 1190019F5112 ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 55.40
内用薬 1190019F6038 ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 70.40
内用薬 1190019F6046 ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 70.40
内用薬 1190019F6054 ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 70.40
内用薬 1190019F6062 ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 70.40
内用薬 1190019F6070 ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 70.40
内用薬 1190019F6089 ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 70.40
内用薬 1190019F6097 ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 70.40
内用薬 1190019F6100 ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「日医工」 エルメッド 70.40
内用薬 1190019F6119 ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 70.40
内用薬 1214001S1038 リドカイン塩酸塩 ２％１ｍＬ アネトカインビスカス２％ 小林化工 4.10
内用薬 1214001S1062 リドカイン塩酸塩 ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 日新製薬（山形） 4.10
内用薬 1214001S1070 リドカイン塩酸塩 ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩ビスカス２％「ＫＮ」 小林化工 4.10
内用薬 1219003D1042 ピペリジノアセチルアミノ安

息香酸エチル
２０％１ｇ ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル顆粒２

０％「日医工」
日医工ファーマ 6.30

内用薬 1219003F1060 ピペリジノアセチルアミノ安
息香酸エチル

１００ｍｇ１錠 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠１０
０ｍｇ「日医工」

日医工ファーマ 5.70

内用薬 1225001F1017 クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

１２５ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル１２５ｍ
ｇ錠

6.30

内用薬 1225001F2013 クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

２５０ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル２５０ｍ
ｇ錠

6.30

内用薬 1231009F1100 メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠 メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70
内用薬 1231013D1083 チキジウム臭化物 ２％１ｇ チキジウム臭化物顆粒２％「ツルハラ」 鶴原製薬 9.70
内用薬 1231013M1016 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物５ｍｇカプセル 5.90
内用薬 1231013M2012 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物１０ｍｇカプセル 5.90
内用薬 1242002F1381 ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ１錠 ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 5.50

内用薬 1249004F1098 ピペリドレート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ダクチラン錠５０ｍｇ 杏林製薬 6.00
内用薬 1249005F1017 チメピジウム臭化物水和物 ３０ｍｇ１錠 チメピジウム臭化物３０ｍｇ錠 5.70
内用薬 1249008F1010 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アフロクアロン２０ｍｇ錠 6.70
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 1249010D1017 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ チザニジン塩酸塩０．２％顆粒 11.00
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 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
内用薬 1339005F1016 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩６ｍｇ錠 6.10
内用薬 1339005F2012 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩１２ｍｇ錠 6.40
内用薬 2113005F1013 メチルジゴキシン ０．１ｍｇ１錠 メチルジゴキシン０．１ｍｇ錠 5.90
内用薬 2119003D1017 ユビデカレノン １％１ｇ ユビデカレノン１％顆粒 6.40
内用薬 2119003F1018 ユビデカレノン ５ｍｇ１錠 ユビデカレノン５ｍｇ錠 5.90
内用薬 2119003F2014 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン１０ｍｇ錠 5.90
内用薬 2119003M1017 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノン５ｍｇカプセル 5.90
内用薬 2119003M2013 ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル ユビデカレノン１０ｍｇカプセル 5.90
内用薬 2119004F1012 デノパミン ５ｍｇ１錠 デノパミン５ｍｇ錠 13.00
内用薬 2119004F2019 デノパミン １０ｍｇ１錠 デノパミン１０ｍｇ錠 21.70
内用薬 2119006F1020 ピモベンダン １．２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 48.90
内用薬 2119006F2026 ピモベンダン ２．５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠２．５ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 89.00
内用薬 2119006F3022 ピモベンダン ０．６２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠０．６２５ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 28.00
内用薬 2123005F1010 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩５ｍｇ錠 5.90
内用薬 2123008F1269 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 6.40
内用薬 2123008F1277 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 6.40
内用薬 2123008F1285 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.40
内用薬 2123009F3010 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ピンドロール５ｍｇ錠 5.70
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 2123011F2011 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール５０ｍｇ錠 5.90
内用薬 2123014F1019 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩５ｍｇ錠 5.90
内用薬 2123014F2015 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩１０ｍｇ錠 9.00
内用薬 2123016F1018 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩２．５ｍｇ錠 10.10
内用薬 2123016F2014 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩５ｍｇ錠 10.60
内用薬 2123016F2200 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 20.90
内用薬 2123016F2260 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 20.90
内用薬 2123016F3010 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩０．６２５ｍｇ錠 10.10
内用薬 2129002M1167 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 10.90
内用薬 2129002M2260 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 16.60
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 11.40
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 8.00
内用薬 2129003F2053 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア 20.40
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 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 8.00
内用薬 2129004M1018 アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩１０ｍｇカプセル 14.80
内用薬 2129004M2014 アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩２０ｍｇカプセル 23.00
内用薬 2129005F1013 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 リン酸ジソピラミド１５０ｍｇ徐放錠 13.60
内用薬 2129005F1234 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 32.90
内用薬 2129006F1018 プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩１５０ｍｇ錠 17.60
内用薬 2129006F2014 プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩１００ｍｇ錠 15.30
内用薬 2129007F1012 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩５０ｍｇ錠 13.70
内用薬 2129007F2019 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩１００ｍｇ錠 22.70
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 16.70
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 28.40
内用薬 2129009F1038 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 25.40
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内用薬 2129009F1046 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 25.40
内用薬 2129009F1054 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 25.40
内用薬 2129009F2034 フレカイニド酢酸塩 １００ｍｇ１錠 局 フレカイニド酢酸塩錠１００ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 43.80
内用薬 2129009F2042 フレカイニド酢酸塩 １００ｍｇ１錠 局 フレカイニド酢酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 43.80
内用薬 2129009F2050 フレカイニド酢酸塩 １００ｍｇ１錠 局 フレカイニド酢酸塩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 43.80
内用薬 2129010F1014 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アミオダロン塩酸塩１００ｍｇ錠 110.00
内用薬 2129010F3017 アミオダロン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アミオダロン塩酸塩５０ｍｇ錠 66.20
内用薬 2132003F1320 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 6.20
内用薬 2132003F1389 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 6.10
内用薬 2132003F1400 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 6.20
内用薬 2132003F1419 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 6.20
内用薬 2132003F1427 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医工」 日医工 6.20
内用薬 2132003F1435 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 6.10
内用薬 2132003F1443 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 6.20
内用薬 2132003F1451 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 6.20
内用薬 2132003F1460 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.20
内用薬 2132003F1478 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 6.20
内用薬 2132003F3020 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 6.20
内用薬 2132003F3055 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 局 トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.20
内用薬 2132004F1103 ヒドロクロロチアジド ２５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.70
内用薬 2132004F2037 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.70
内用薬 2132004F3025 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジドＯＤ錠１２．５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 5.70

内用薬 2133001F1018 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン２５ｍｇ錠 5.70
内用薬 2133001F1620 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 局 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 10.10
内用薬 2133001F2014 スピロノラクトン ５０ｍｇ１錠 スピロノラクトン５０ｍｇ錠 6.40
内用薬 2135001F1136 メフルシド ２５ｍｇ１錠 局 メフルシド錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 6.10
内用薬 2139001S1010 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソソルビド７０％液 3.60
内用薬 2139001S5015 イソソルビド ７０％４０ｍＬ１包 イソソルビド７０％４０ｍＬ液 166.70
内用薬 2139005C1048 フロセミド ４％１ｇ フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 エルメッド 6.50
内用薬 2139005F1060 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 6.10
内用薬 2139005F1079 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 6.10
内用薬 2139005F1095 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 6.10
内用薬 2139005F1109 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 6.10
内用薬 2139005F2385 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 6.40
内用薬 2139005F2407 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.40
内用薬 2139005F2431 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 6.40
内用薬 2139005F2458 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 6.40
内用薬 2139005F2466 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 6.40
内用薬 2139005F3020 フロセミド １０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 6.10
内用薬 2139005F3047 フロセミド １０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 6.10
内用薬 2139005F3055 フロセミド １０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠１０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 6.10
内用薬 2139008F1013 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 アゾセミド６０ｍｇ錠 15.10
内用薬 2139008F2010 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 アゾセミド３０ｍｇ錠 10.10
内用薬 2139009F1034 トラセミド ４ｍｇ１錠 トラセミド錠４ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 8.10
内用薬 2139009F2030 トラセミド ８ｍｇ１錠 トラセミド錠８ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 12.90
内用薬 2139009F3029 トラセミド ４ｍｇ１錠 トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 8.10
内用薬 2139009F4025 トラセミド ８ｍｇ１錠 トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 12.90
内用薬 2144001C1015 カプトプリル ５％１ｇ カプトプリル５％細粒 12.10
内用薬 2144001F1011 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル１２．５ｍｇ錠 5.70
内用薬 2144001F2018 カプトプリル ２５ｍｇ１錠 カプトプリル２５ｍｇ錠 5.90
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 65.80
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 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 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 10.70
内用薬 2144002F3108 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 エナラプリルＭ錠１０「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 14.60
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 14.60
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 16.20

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 16.20

内用薬 2144002F3256 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 14.60

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 14.60
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 14.60
内用薬 2144002F3280 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 14.60
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 14.60

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 14.60

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） 14.60
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 14.60
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
16.20

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 14.60

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 14.60
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 14.60

内用薬 2144003F1010 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 アラセプリル１２．５ｍｇ錠 9.10
内用薬 2144003F2017 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 アラセプリル２５ｍｇ錠 9.80
内用薬 2144003F3013 アラセプリル ５０ｍｇ１錠 アラセプリル５０ｍｇ錠 9.80
内用薬 2144005F1010 シラザプリル水和物 ０．２５ｍｇ１錠 シラザプリル０．２５ｍｇ錠 12.30
内用薬 2144005F2016 シラザプリル水和物 ０．５ｍｇ１錠 シラザプリル０．５ｍｇ錠 16.60
内用薬 2144005F3012 シラザプリル水和物 １ｍｇ１錠 シラザプリル１ｍｇ錠 22.50
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 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 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 15.10
内用薬 2144006F2177 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 15.10
内用薬 2144006F3017 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 リシノプリル２０ｍｇ錠 13.80
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 16.70
内用薬 2144006F3092 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 17.50
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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 17.50
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 16.70
内用薬 2144006F3130 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 17.50
内用薬 2144007F1019 ベナゼプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ベナゼプリル塩酸塩２．５ｍｇ錠 10.20
内用薬 2144007F2015 ベナゼプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベナゼプリル塩酸塩５ｍｇ錠 17.70
内用薬 2144007F3011 ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベナゼプリル塩酸塩１０ｍｇ錠 32.40
内用薬 2144008F1056 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 14.20
内用薬 2144008F1064 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.40
内用薬 2144008F1072 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 10.40
内用薬 2144008F1080 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 10.40
内用薬 2144008F1102 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
11.50

内用薬 2144008F1110 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.40
内用薬 2144008F1129 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 10.40
内用薬 2144008F1137 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 メディサ新薬 14.20
内用薬 2144008F1145 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.40
内用薬 2144008F1153 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.40
内用薬 2144008F1161 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 10.40
内用薬 2144008F1188 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 14.20
内用薬 2144008F1196 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 10.40
内用薬 2144008F1200 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 11.50
内用薬 2144008F2052 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 19.70
内用薬 2144008F2060 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 19.70
内用薬 2144008F2079 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 19.70
内用薬 2144008F2087 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 19.70
内用薬 2144008F2109 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
21.70

内用薬 2144008F2117 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 19.70
内用薬 2144008F2125 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 23.10
内用薬 2144008F2133 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 メディサ新薬 23.10
内用薬 2144008F2141 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 19.70
内用薬 2144008F2150 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 19.70
内用薬 2144008F2168 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 19.70
内用薬 2144008F2184 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 23.10
内用薬 2144008F2192 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 19.70
内用薬 2144008F2206 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 19.70
内用薬 2144008F3059 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 40.30
内用薬 2144008F3067 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 40.30
内用薬 2144008F3075 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 40.30
内用薬 2144008F3083 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 40.30
内用薬 2144008F3105 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
43.60

内用薬 2144008F3113 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 40.30
内用薬 2144008F3121 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ガレン」 日医工ファーマ 40.30
内用薬 2144008F3130 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 メディサ新薬 47.30
内用薬 2144008F3148 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 40.30
内用薬 2144008F3156 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 40.30
内用薬 2144008F3164 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 40.30
内用薬 2144008F3180 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 40.30
内用薬 2144008F3199 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 40.30
内用薬 2144008F3202 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 43.60
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 12.30
内用薬 2144009F1050 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 11.30
内用薬 2144009F1093 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 11.30
内用薬 2144009F1107 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 11.30
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 12.30
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 16.40
内用薬 2144009F1158 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「日医工」 日医工 11.30
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 16.40
内用薬 2144009F2049 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 24.60
内用薬 2144009F2057 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 22.30
内用薬 2144009F2090 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 22.30
内用薬 2144009F2103 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 22.30
内用薬 2144009F2138 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「タカタ」 ダイト 28.60
内用薬 2144009F2146 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 22.30
内用薬 2144009F2154 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「日医工」 日医工 22.30
内用薬 2144009F2170 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 28.60
内用薬 2144009F3045 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 49.40
内用薬 2144009F3053 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 44.50
内用薬 2144009F3096 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 49.40
内用薬 2144009F3100 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 44.50
内用薬 2144009F3134 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「タカタ」 ダイト 61.80
内用薬 2144009F3142 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 44.50
内用薬 2144009F3150 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 44.50
内用薬 2144009F3177 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 61.80
内用薬 2144011F1015 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル０．５ｍｇ錠 13.60
内用薬 2144011F1082 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 18.30
内用薬 2144011F1090 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 18.30
内用薬 2144011F2011 トランドラプリル １ｍｇ１錠 トランドラプリル１ｍｇ錠 19.20
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 23.60
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 40.70
内用薬 2149009F1014 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩５０ｍｇ錠 6.20
内用薬 2149009F2010 ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩１００ｍｇ錠 9.80
内用薬 2149010F1017 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩２０ｍｇ錠 7.40
内用薬 2149010F2013 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩４０ｍｇ錠 7.50
内用薬 2149011N1024 ピンドロール ５ｍｇ１カプセル ブロクリン－Ｌカプセル５ｍｇ 高田製薬 24.10
内用薬 2149011N2020 ピンドロール １５ｍｇ１カプセル ブロクリン－Ｌカプセル１５ｍｇ 高田製薬 56.50
内用薬 2149014M1065 プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 25.60

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 15.10
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
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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 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 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 2149022F1010 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 ニルバジピン２ｍｇ錠 9.80
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 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 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 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 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 12.90
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 12.90
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 12.90
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 12.90
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 12.90
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 12.90
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） 12.90
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 12.90
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 12.90
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 12.90
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 18.30
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 28.10
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 28.10
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 28.10
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 28.10
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 28.10
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 28.10
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） 28.10
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 28.10
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 28.10
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 28.10
内用薬 2149027F1012 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩５ｍｇ錠 10.10
内用薬 2149027F2019 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩１０ｍｇ錠 10.10
内用薬 2149027F3015 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩２０ｍｇ錠 17.80
内用薬 2149029F1011 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩１００ｍｇ錠 10.50
内用薬 2149029F1097 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 17.10
内用薬 2149029F2018 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩２００ｍｇ錠 21.80
内用薬 2149031F1019 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩５ｍｇ錠 16.40
内用薬 2149031F2015 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩１０ｍｇ錠 17.90
内用薬 2149031F2090 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 33.40
内用薬 2149031F2104 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 33.40
内用薬 2149032F1013 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール１０ｍｇ錠 14.00
内用薬 2149032F2010 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 カルベジロール２０ｍｇ錠 16.60
内用薬 2149032F2087 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 31.70
内用薬 2149032F2095 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 27.80
内用薬 2149032F2109 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 27.80
内用薬 2149032F2117 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 27.80
内用薬 2149032F2125 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 27.80
内用薬 2149032F2150 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 27.80
内用薬 2149032F3016 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 カルベジロール１．２５ｍｇ錠 10.10
内用薬 2149032F4012 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 カルベジロール２．５ｍｇ錠 10.10
内用薬 2149035F1017 フェロジピン ２．５ｍｇ１錠 フェロジピン２．５ｍｇ錠 7.50
内用薬 2149035F2013 フェロジピン ５ｍｇ１錠 フェロジピン５ｍｇ錠 13.70
内用薬 2149037F1059 シルニジピン ５ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 11.40
内用薬 2149037F1067 シルニジピン ５ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 11.40
内用薬 2149037F1075 シルニジピン ５ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 11.40
内用薬 2149037F1083 シルニジピン ５ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 12.80
内用薬 2149037F1105 シルニジピン ５ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 11.40
内用薬 2149037F2055 シルニジピン １０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 21.10
内用薬 2149037F2063 シルニジピン １０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 21.10
内用薬 2149037F2071 シルニジピン １０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 21.10
内用薬 2149037F2080 シルニジピン １０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 23.90
内用薬 2149037F2101 シルニジピン １０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 21.10
内用薬 2149037F3035 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 42.00
内用薬 2149037F3043 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 42.00
内用薬 2149037F3051 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 44.20
内用薬 2149037F3060 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 42.00
内用薬 2149037F3078 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 31.70
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 11.90
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 14.90
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 14.90
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 24.90
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 14.90
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 14.90
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
14.90

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 14.90
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 17.20
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 17.20
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 14.90
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 17.20
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
14.90

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 24.90
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 14.90
内用薬 2149039F1309 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 14.90
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 22.10
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 29.20
内用薬 2149039F2054 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 29.20
内用薬 2149039F2089 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「科研」 ダイト 29.20
内用薬 2149039F2097 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 29.20
内用薬 2149039F2100 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 29.20
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内用薬 2149039F2127 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 29.20
内用薬 2149039F2135 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
29.20

内用薬 2149039F2143 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 29.20
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 29.20
内用薬 2149039F2178 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 33.80
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 33.80
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 29.20
内用薬 2149039F2232 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 29.20
内用薬 2149039F2259 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
29.20

内用薬 2149039F2267 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 29.20
内用薬 2149039F2275 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 29.20
内用薬 2149039F2305 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 29.20
内用薬 2149039F2364 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 29.20
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 37.20
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 43.40
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 43.40
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 43.40
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 43.40
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 43.40
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） 43.40
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
43.40

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 43.40
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 43.40
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 50.20
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 43.40
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 88.70
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
85.60

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 43.40
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 43.40
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 43.40
内用薬 2149039F3336 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「モチダ」 ニプロファーマ 43.40
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 43.40
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 2149040F1034 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「あすか」 あすか製薬 11.60
内用薬 2149040F1085 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 11.60
内用薬 2149040F1131 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 11.60
内用薬 2149040F1140 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 11.60
内用薬 2149040F1182 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 11.60
内用薬 2149040F1190 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「科研」 シオノケミカル 11.60
内用薬 2149040F1212 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 11.60
内用薬 2149040F1301 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11.60
内用薬 2149040F1328 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠２ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 11.60
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 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 24.20
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 24.20
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 26.50
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 17.00
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 45.10
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 45.10
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 45.10
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 23.30
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 51.80
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 51.80
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 51.80
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 51.80
内用薬 2149040F4351 カンデサルタンシレキセチル １２ｍｇ１錠 局 カンデサルタン錠１２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
51.80

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 2149040F5056 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11.60
内用薬 2149040F5064 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
11.60

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 17.00
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 51.80
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 51.80
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 51.80
内用薬 2149040F8063 カンデサルタンシレキセチル １２ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
51.80

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 2149041F1055 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 10.10
内用薬 2149041F1063 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 10.10
内用薬 2149041F1071 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 10.10
内用薬 2149041F1080 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 2149041F1098 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 10.10
内用薬 2149041F1128 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 2149041F1136 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 2149041F1179 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 10.10
内用薬 2149041F1187 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 10.10
内用薬 2149041F1209 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 10.10
内用薬 2149041F1225 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.10
内用薬 2149041F1233 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 10.10
内用薬 2149041F1241 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 10.10
内用薬 2149041F1250 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 10.10
内用薬 2149041F1268 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 10.10
内用薬 2149041F1276 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 2149041F1284 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
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内用薬 2149041F1314 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 10.10
内用薬 2149041F1330 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 10.10
内用薬 2149041F1357 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 10.10
内用薬 2149041F1365 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 10.10
内用薬 2149041F1373 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 10.10
内用薬 2149041F2019 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタン４０ｍｇ錠 10.30
内用薬 2149041F2078 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 12.50
内用薬 2149041F2124 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 12.50
内用薬 2149041F2183 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「科研」 ダイト 12.50
内用薬 2149041F2205 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 12.50
内用薬 2149041F2230 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「サンド」 サンド 12.50
内用薬 2149041F2248 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 12.50
内用薬 2149041F3015 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタン８０ｍｇ錠 18.80
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 23.50
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 23.50
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 23.50
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 23.50
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 23.50
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 23.50
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 23.50
内用薬 2149041F4011 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 バルサルタン１６０ｍｇ錠 30.40
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 46.70
内用薬 2149041F5034 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 2149041F5042 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 2149041F5050 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 10.10
内用薬 2149041F5069 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 2149041F5077 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 10.10
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 10.30
内用薬 2149041F6057 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「科研」 ダイト 12.50
内用薬 2149041F6065 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「日医工」 日医工 12.50
内用薬 2149041F7010 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタン８０ｍｇ口腔内崩壊錠 18.80
内用薬 2149041F7053 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「科研」 ダイト 23.50
内用薬 2149041F8017 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 バルサルタン１６０ｍｇ口腔内崩壊錠 30.40
内用薬 2149041F8050 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「科研」 ダイト 46.70
内用薬 2149042F1017 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 テルミサルタン２０ｍｇ錠 10.10
内用薬 2149042F1033 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 14.30
内用薬 2149042F1068 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 14.30
内用薬 2149042F1092 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 14.30
内用薬 2149042F1130 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 14.30
内用薬 2149042F1203 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 14.30
内用薬 2149042F1246 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
14.30

内用薬 2149042F2013 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 テルミサルタン４０ｍｇ錠 12.70
内用薬 2149042F2030 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 27.30
内用薬 2149042F2064 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 27.30
内用薬 2149042F2099 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 27.30
内用薬 2149042F2137 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 27.30
内用薬 2149042F2196 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 27.30
内用薬 2149042F2200 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 27.30
内用薬 2149042F2242 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
27.30

内用薬 2149042F3010 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 テルミサルタン８０ｍｇ錠 19.10
内用薬 2149042F3036 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 40.90
内用薬 2149042F3060 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 40.90
内用薬 2149042F3095 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 40.90
内用薬 2149042F3133 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 40.90
内用薬 2149042F3206 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 40.90
内用薬 2149042F3249 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
40.90

内用薬 2149042F4016 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 テルミサルタン２０ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
内用薬 2149042F4032 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 テルミサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 14.30
内用薬 2149042F5012 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 テルミサルタン４０ｍｇ口腔内崩壊錠 12.70
内用薬 2149042F5039 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 27.30
内用薬 2149043F1046 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 2149043F1062 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 10.10
内用薬 2149043F1070 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 2149043F1089 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 2149043F1097 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 10.10
内用薬 2149043F1100 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 10.10
内用薬 2149043F1119 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 10.10
内用薬 2149043F1127 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 2149043F1135 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 2149043F1143 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 10.10
内用薬 2149043F2042 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 16.50
内用薬 2149043F2069 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 16.50
内用薬 2149043F2077 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 16.50
内用薬 2149043F2085 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 16.50
内用薬 2149043F2093 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 16.50
内用薬 2149043F2107 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 16.50
内用薬 2149043F2115 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 16.50
内用薬 2149043F2123 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 16.50
内用薬 2149043F2131 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」 日医工 16.50
内用薬 2149043F2140 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 16.50
内用薬 2149044F1016 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル１０ｍｇ錠 10.10
内用薬 2149044F1032 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 15.50
内用薬 2149044F1059 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 15.50
内用薬 2149044F1091 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 15.50
内用薬 2149044F2012 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル２０ｍｇ錠 16.20
内用薬 2149044F2039 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 29.80
内用薬 2149044F2110 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 29.80
内用薬 2149044F3019 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル５ｍｇ錠 10.10
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内用薬 2149044F3035 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 2149044F3051 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 2149044F3094 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
10.10

内用薬 2149044F3108 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 10.10
内用薬 2149044F3124 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 10.10
内用薬 2149044F4015 オルメサルタンメドキソミル ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル４０ｍｇ錠 23.20
内用薬 2149044F4031 オルメサルタンメドキソミル ４０ｍｇ１錠 局 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 43.10
内用薬 2149044F5011 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル１０ｍｇ口腔内崩壊

錠
10.10

内用薬 2149044F5038 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 15.50
内用薬 2149044F5089 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 15.50
内用薬 2149044F5127 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 15.50
内用薬 2149044F5143 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 15.50
内用薬 2149044F6018 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル２０ｍｇ口腔内崩壊

錠
16.20

内用薬 2149044F6034 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 29.80
内用薬 2149044F6085 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 29.80
内用薬 2149044F6123 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 29.80
内用薬 2149044F6140 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 29.80
内用薬 2149044F7014 オルメサルタンメドキソミル ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル４０ｍｇ口腔内崩壊

錠
23.20

内用薬 2149044F7030 オルメサルタンメドキソミル ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 43.10
内用薬 2149044F7073 オルメサルタンメドキソミル ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 43.10
内用薬 2149044F7138 オルメサルタンメドキソミル ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 43.10
内用薬 2149044F8010 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル５ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
内用薬 2149044F8037 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 10.10
内用薬 2149044F8070 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 2149046F1015 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン５０ｍｇ錠 11.20
内用薬 2149046F1040 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプロモ 16.10
内用薬 2149046F1058 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 16.10
内用薬 2149046F1082 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠５０ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ 16.10
内用薬 2149046F1090 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 16.10
内用薬 2149046F1104 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 16.10
内用薬 2149046F1112 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 16.10
内用薬 2149046F1120 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 16.10
内用薬 2149046F1147 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 19.60
内用薬 2149046F2011 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン１００ｍｇ錠 19.30
内用薬 2149046F2046 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプロモ 32.20
内用薬 2149046F2054 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 32.20
内用薬 2149046F2070 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 32.20
内用薬 2149046F2089 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠１００ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ 32.20
内用薬 2149046F2097 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 32.20
内用薬 2149046F2100 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 32.20
内用薬 2149046F2119 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 32.20
内用薬 2149046F2143 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 39.30
内用薬 2149046F3018 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタン２００ｍｇ錠 26.90
内用薬 2149046F3042 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプロモ 49.00
内用薬 2149046F3050 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 49.00
内用薬 2149046F3085 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠２００ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ 49.00
内用薬 2149046F3093 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 49.00
内用薬 2149046F3107 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 49.00
内用薬 2149046F3115 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 49.00
内用薬 2149046F3140 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 局 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 60.70
内用薬 2149046F4014 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタン５０ｍｇ口腔内崩壊錠 11.20
内用薬 2149046F4022 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 16.10
内用薬 2149046F4030 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 26.70
内用薬 2149046F5029 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 32.20
内用薬 2149046F5037 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 50.90
内用薬 2149046F5045 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 32.20
内用薬 2149046F6025 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 49.00
内用薬 2149046F6033 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 77.10
内用薬 2149046F6041 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠２００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 49.00
内用薬 2149110F1015 ロサルタンカリウム・ヒドロ

クロロチアジド
１錠 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジドＬＤ

錠
24.90

内用薬 2149110F1074 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＥＥ」 エルメッド 30.20

内用薬 2149110F1090 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 30.20

内用薬 2149110F1155 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＴＣＫ」 辰巳化学 32.90

内用薬 2149110F1180 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「科研」 ダイト 30.20

内用薬 2149110F1201 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ケミファ」 日本ケミファ 30.20

内用薬 2149110F1260 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ツルハラ」 鶴原製薬 28.20

内用薬 2149110F1325 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

30.20

内用薬 2149110F1341 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「テバ」 武田テバファーマ 30.20

内用薬 2149110F2011 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジドＨＤ
錠

35.80

内用薬 2149110F2038 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＥＥ」 エルメッド 45.20

内用薬 2149110F2054 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＫＮ」 小林化工 45.20

内用薬 2149110F2070 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「三和」 三和化学研究所 45.20

内用薬 2149110F2089 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「テバ」 武田テバファーマ 45.20

内用薬 2149110F2100 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＥＰ」 第一三共エスファ 45.20
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内用薬 2149110F2119 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 45.20

内用薬 2149110F2151 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＴＣＫ」 辰巳化学 45.20

内用薬 2149110F2178 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「アメル」 共和薬品工業 45.20

内用薬 2149110F2186 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「科研」 ダイト 45.20

内用薬 2149110F2194 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ケミファ」 日本ケミファ 45.20

内用薬 2149110F2216 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 45.20

内用薬 2149110F2232 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「トーワ」 東和薬品 45.20

内用薬 2149110F2240 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「日医工」 日医工 45.20

内用薬 2149110F2259 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「日新」 日新製薬（山形） 45.20

内用薬 2149110F2275 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

45.20

内用薬 2149110F2283 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「モチダ」 持田製薬販売 45.20

内用薬 2149110F2291 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「サワイ」 沢井製薬 45.20

内用薬 2149110F2305 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「タカタ」 高田製薬 45.20

内用薬 2149110F2313 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ファイザー」 ファイザー 45.20

内用薬 2149110F2321 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 45.20

内用薬 2149111F1036 カンデサルタンシレキセチ
ル・ヒドロクロロチアジド

１錠 局 カデチア配合錠ＬＤ「あすか」 あすか製薬 21.00

内用薬 2149111F1044 カンデサルタンシレキセチ
ル・ヒドロクロロチアジド

１錠 局 カデチア配合錠ＬＤ「テバ」 武田テバファーマ 21.00

内用薬 2149111F2032 カンデサルタンシレキセチ
ル・ヒドロクロロチアジド

１錠 局 カデチア配合錠ＨＤ「あすか」 あすか製薬 39.40

内用薬 2149111F2040 カンデサルタンシレキセチ
ル・ヒドロクロロチアジド

１錠 局 カデチア配合錠ＨＤ「テバ」 武田テバファーマ 39.40

内用薬 2149112F1030 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「サンド」 サンド 33.30

内用薬 2149112F1049 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「テバ」 武田テバファーマ 33.30

内用薬 2149112F1057 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ＪＧ」 日本ジェネリック 33.30

内用薬 2149112F1065 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ＴＣＫ」 辰巳化学 33.30

内用薬 2149112F1073 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「サワイ」 沢井製薬 33.30

内用薬 2149112F1081 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 33.30

内用薬 2149112F1090 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ツルハラ」 鶴原製薬 33.30

内用薬 2149112F1103 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「トーワ」 東和薬品 33.30

内用薬 2149112F1111 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「日医工」 日医工 33.30

内用薬 2149112F2037 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「サンド」 サンド 33.90

内用薬 2149112F2045 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「テバ」 武田テバファーマ 33.90

内用薬 2149112F2053 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ＪＧ」 日本ジェネリック 33.90

内用薬 2149112F2061 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ＴＣＫ」 辰巳化学 33.90

内用薬 2149112F2070 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「サワイ」 沢井製薬 33.90

内用薬 2149112F2088 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 33.90

内用薬 2149112F2096 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ツルハラ」 鶴原製薬 38.20

内用薬 2149112F2100 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「トーワ」 東和薬品 33.90

内用薬 2149112F2118 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「日医工」 日医工 33.90

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 15.10

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 36.00

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 36.00

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 36.00

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 36.00

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 21.30

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 51.60

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 51.60

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 51.60

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 51.60

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 16.70

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 25.60

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 25.60
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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 25.60

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 25.60

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 25.60

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 25.60

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 25.60

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 25.60

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 25.60

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

16.70

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 25.60

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 25.60

内用薬 2149116F1039 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「あすか」 あすか製薬 34.20

内用薬 2149116F1047 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「サンド」 サンド 34.20

内用薬 2149116F1055 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「ニプロ」 ニプロ 34.20

内用薬 2149116F1063 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「武田テバ」 武田テバファーマ 34.20

内用薬 2149116F1071 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「日新」 日新製薬（山形） 34.20

内用薬 2149116F1080 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「トーワ」 東和薬品 34.20

内用薬 2149116F2019 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシ
ル酸塩ＨＤ錠

29.80

内用薬 2149116F2035 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「あすか」 あすか製薬 34.10

内用薬 2149116F2043 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「サンド」 サンド 34.10

内用薬 2149116F2060 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「武田テバ」 武田テバファーマ 34.10

内用薬 2149116F2078 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「日新」 日新製薬（山形） 34.10

内用薬 2149116F2086 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「トーワ」 東和薬品 34.10

内用薬 2149117F1017 テルミサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩ＡＰ錠 15.50

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 34.20

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 34.20

内用薬 2149117F1050 テルミサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「サワイ」 沢井製薬 34.20

内用薬 2149117F1068 テルミサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「武田テバ」 武田テバファーマ 34.20

内用薬 2149117F1076 テルミサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「トーワ」 東和薬品 34.20

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 34.20

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 23.20

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 51.50

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 51.50

内用薬 2149117F2056 テルミサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「サワイ」 沢井製薬 51.50

内用薬 2149117F2064 テルミサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「武田テバ」 武田テバファーマ 51.50

内用薬 2149117F2072 テルミサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「トーワ」 東和薬品 51.50

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 51.50

内用薬 2149118F1011 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩ＬＤ錠 21.10

内用薬 2149118F1038 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプロモ 32.40

内用薬 2149118F1054 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ＪＧ」 長生堂製薬 32.40

内用薬 2149118F1062 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ＴＣＫ」 辰巳化学 32.40

内用薬 2149118F1089 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「オーハラ」 大原薬品工業 32.40

内用薬 2149118F1100 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ケミファ」 日本ケミファ 32.40

内用薬 2149118F1119 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「サワイ」 沢井製薬 32.40

内用薬 2149118F1135 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「三和」 ダイト 32.40

内用薬 2149118F1143 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「武田テバ」 武田テバファーマ 32.40

内用薬 2149118F1151 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＬＤ「トーワ」 東和薬品 32.40

内用薬 2149118F2018 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩ＨＤ錠 23.70

内用薬 2149118F2034 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」 ＤＳファーマプロモ 37.20

内用薬 2149118F2050 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＪＧ」 長生堂製薬 37.20

内用薬 2149118F2069 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＴＣＫ」 辰巳化学 37.20
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内用薬 2149118F2085 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「オーハラ」 大原薬品工業 37.20

内用薬 2149118F2107 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ケミファ」 日本ケミファ 37.20

内用薬 2149118F2115 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「サワイ」 沢井製薬 37.20

内用薬 2149118F2140 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「武田テバ」 武田テバファーマ 37.20

内用薬 2149118F2158 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「トーワ」 東和薬品 37.20

内用薬 2149118F2174 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ファイザー」 マイラン製薬 37.20

内用薬 2160002F1010 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩２ｍｇ錠 7.90
内用薬 2160002F1087 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 11.80
内用薬 2160002F1095 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 11.00
内用薬 2160002F1109 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 11.00
内用薬 2160002F1125 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11.00
内用薬 2160003F1014 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタンコハク酸塩５０ｍｇ錠 166.90
内用薬 2160003F1049 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 203.80
内用薬 2160003F1065 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 203.80
内用薬 2160003F1081 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 203.80
内用薬 2160003F1090 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 203.80
内用薬 2160003F1103 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 203.80
内用薬 2160003F1111 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 203.80
内用薬 2160003F1120 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 203.80
内用薬 2160003F1138 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 203.80
内用薬 2160003F1154 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アスペン」 アスペンジャパン 203.80
内用薬 2160003S1020 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１包 スマトリプタン内用液５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 569.60
内用薬 2160004F2015 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタン２．５ｍｇ口腔内崩壊錠 190.00
内用薬 2160004F2031 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 215.30
内用薬 2160004F2040 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 215.30
内用薬 2160004F2058 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 215.30
内用薬 2160004F2066 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 215.30
内用薬 2160004F2074 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 215.30
内用薬 2160004F2082 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 215.30
内用薬 2160005F1030 エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 214.20
内用薬 2160005F1048 エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 214.20
内用薬 2160005F1056 エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 214.20
内用薬 2160005F1064 エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 214.20
内用薬 2160005F1072 エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 214.20
内用薬 2160005F1080 エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 214.20
内用薬 2160005F1099 エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 214.20
内用薬 2160005F1102 エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザーＵＰＪ 265.20
内用薬 2160005F2028 エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 エレトリプタンＯＤ錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 214.20
内用薬 2160006F2014 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠 リザトリプタン安息香酸塩１０ｍｇ口腔内崩壊錠 155.80
内用薬 2160006F2030 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠 リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 180.70
内用薬 2160006F2049 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠 リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 180.70
内用薬 2160006F2057 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠 リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 180.70
内用薬 2160007F1039 ナラトリプタン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ナラトリプタン錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 278.00
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 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 2171006F1011 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩３０ｍｇ錠 5.70
内用薬 2171006F2018 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩６０ｍｇ錠 6.10
内用薬 2171006N1016 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩１００ｍｇ徐放カプセル 10.10
内用薬 2171006N2012 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩２００ｍｇ徐放カプセル 20.80
内用薬 2171008F1088 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 6.40
内用薬 2171008F1118 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 6.40
内用薬 2171008F1126 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 6.40
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 21.40
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 2171011G1018 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド２０ｍｇ徐放錠 5.90
内用薬 2171011N1017 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル 硝酸イソソルビド２０ｍｇ徐放カプセル 5.90
内用薬 2171012F1017 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル５０ｍｇ錠 5.70
内用薬 2171012F2013 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル１００ｍｇ錠 5.70
内用薬 2171012F2382 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 5.90
内用薬 2171014C1044 ニフェジピン １％１ｇ 局 セパミット細粒１％ 日本ジェネリック 15.10
内用薬 2171014C1060 ニフェジピン １％１ｇ 局 ニフェジピン細粒１％「ツルハラ」 鶴原製薬 6.30
内用薬 2171014F1016 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピン１０ｍｇ錠 5.70
内用薬 2171014G1011 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピン１０ｍｇ徐放Ｌ錠 5.70
内用薬 2171014G2018 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン２０ｍｇ徐放Ｌ錠 5.90
内用薬 2171014G3014 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピン１０ｍｇ徐放ＣＲ錠 5.90
内用薬 2171014G4010 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン２０ｍｇ徐放ＣＲ錠 9.10
内用薬 2171014G5017 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピン４０ｍｇ徐放ＣＲ錠 17.40
内用薬 2171014M1015 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピン５ｍｇカプセル 5.70
内用薬 2171014M2011 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピン１０ｍｇカプセル 5.70
内用薬 2171017F1010 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル２．５ｍｇ錠 5.70
内用薬 2171017F2016 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル５ｍｇ錠 5.90
内用薬 2171018K1039 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 日本化薬 12.20
内用薬 2171020F1011 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 ニトレンジピン５ｍｇ錠 9.80
内用薬 2171020F2018 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 ニトレンジピン１０ｍｇ錠 10.10
内用薬 2171021F1016 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩２ｍｇ錠 10.10
内用薬 2171021F2012 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩４ｍｇ錠 14.00
内用薬 2171021F3019 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩８ｍｇ錠 28.20
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 2171022F1053 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 10.10
内用薬 2171022F1061 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 10.10
内用薬 2171022F1088 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 10.10
内用薬 2171022F1096 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 2171022F1100 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 10.10
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内用薬 2171022F1126 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 10.10
内用薬 2171022F1134 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 10.10
内用薬 2171022F1169 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 2171022F1177 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 コーアバイオテック

ベイ
10.10

内用薬 2171022F1185 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 2171022F1193 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 10.10
内用薬 2171022F1207 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 10.10
内用薬 2171022F1215 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 10.10
内用薬 2171022F1231 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 10.10
内用薬 2171022F1240 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「科研」 ダイト 10.10
内用薬 2171022F1266 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 10.10
内用薬 2171022F1282 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.10
内用薬 2171022F1290 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 10.10
内用薬 2171022F1304 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タイヨー」 大興製薬 10.10
内用薬 2171022F1312 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 10.10
内用薬 2171022F1320 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 10.10
内用薬 2171022F1339 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 10.10
内用薬 2171022F1347 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 2171022F1355 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 2171022F1363 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 10.10
内用薬 2171022F1380 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.10

内用薬 2171022F1401 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 10.10
内用薬 2171022F1436 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 10.50
内用薬 2171022F1444 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
10.10

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 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 12.80
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 12.80
内用薬 2171022F2084 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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） 12.80
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 12.80
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
15.20

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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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
12.80

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 12.80
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 18.30
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
12.80

内用薬 2171022F3030 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 2171022F3056 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 2171022F3072 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 10.10
内用薬 2171022F3080 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 10.10
内用薬 2171022F3099 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 2171022F3110 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 2171022F3129 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 10.10
内用薬 2171022F3137 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 10.10
内用薬 2171022F3145 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 10.10
内用薬 2171022F3153 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「科研」 大興製薬 10.50
内用薬 2171022F3161 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 10.10
内用薬 2171022F3170 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.10
内用薬 2171022F3188 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 10.10
内用薬 2171022F3200 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 10.10
内用薬 2171022F3218 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 2171022F3226 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 10.10
内用薬 2171022F3234 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.10

内用薬 2171022F3250 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 10.10
内用薬 2171022F3269 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 10.10
内用薬 2171022F3277 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 10.10
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 10.50
内用薬 2171022F3323 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 10.10
内用薬 2171022F3331 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
10.10

内用薬 2171022F3340 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 10.10
内用薬 2171022F3358 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザーＵＰＪ 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 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 12.80
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 12.80
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 12.80
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） 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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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 12.80
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 18.30
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 12.80
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
12.80

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 12.80
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 12.80
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 12.80
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 18.30
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
12.80

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 12.80
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 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 21.60
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 21.60
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 30.30
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 21.60
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 21.60
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） 21.60
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 21.60
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 21.60
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 28.70
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
21.60

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 21.60
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 21.60
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 21.60
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 21.60
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 21.60
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
21.60

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 21.60
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 21.60
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 21.60
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 30.30
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 21.60
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
24.90

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 21.60
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 21.60
内用薬 2171022F5334 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 11.20
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 24.90
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 21.60
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 21.60
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 21.60
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 21.60
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 21.60
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 21.60
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 28.70
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 21.60
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
21.60

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 21.60
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 21.60
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 21.60
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 21.60
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 21.60
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 21.60
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） 21.60
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 21.60
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 30.30
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 21.60
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 21.60
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
21.60

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 21.60
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 21.60
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 21.60
内用薬 2171022F6292 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザーＵＰＪ 10.10
内用薬 2171023F1015 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド１０ｍｇ錠 5.70
内用薬 2171023F2011 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド２０ｍｇ錠 7.70
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 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 2183006F3040 フェノフィブラート ５３．３ｍｇ１錠 フェノフィブラート錠５３．３ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 10.10
内用薬 2183006F4046 フェノフィブラート ８０ｍｇ１錠 フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 13.30
内用薬 2183006M3049 フェノフィブラート ６７ｍｇ１カプセル フェノフィブラートカプセル６７ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 10.50
内用薬 2183006M4045 フェノフィブラート １００ｍｇ１カプセル フェノフィブラートカプセル１００ｍｇ「ＫＴ

Ｂ」
寿製薬 13.90

内用薬 2189006M1058 ポリエンホスファチジルコリ
ン

２５０ｍｇ１カプセル ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ アルフレッサファー
マ

7.50

内用薬 2189008F1015 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール２５０ｍｇ錠 7.60
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 2189010F1055 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 11.40
内用薬 2189010F1063 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５「ＫＮ」 小林化工 11.40
内用薬 2189010F1144 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 メバレクト錠５ｍｇ 東菱薬品工業 11.40
内用薬 2189010F1241 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「チョーセイ」 長生堂製薬 13.10
内用薬 2189010F1250 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 13.10
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内用薬 2189010F1292 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 11.40
内用薬 2189010F1322 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 11.40
内用薬 2189010F1330 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 11.40
内用薬 2189010F1349 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 11.40
内用薬 2189010F1357 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11.40
内用薬 2189010F1365 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 11.40
内用薬 2189010F1373 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 11.40
内用薬 2189010F1403 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 11.40
内用薬 2189010F1411 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 13.10
内用薬 2189010F1420 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
11.40

内用薬 2189010F1438 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 11.40
内用薬 2189010F1446 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム塩錠５ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 11.40

内用薬 2189010F1454 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 11.40
内用薬 2189010F1470 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 11.40
内用薬 2189010F1489 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 11.40
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 15.30
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 22.00
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 22.00
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 22.00
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 25.60
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 22.00

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 22.00
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 22.00
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 22.00
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 22.00
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 22.00
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 22.00
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 22.00
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 22.00
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） 22.00
内用薬 2189010F2469 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 プラバスタチンナトリウム塩錠１０ｍｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 22.00

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 22.00
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 22.00
内用薬 2189011F1017 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン５ｍｇ錠 16.90
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 25.50
内用薬 2189011F1181 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 25.50
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 25.50
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 25.50
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 25.50
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 25.50
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 25.50
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 25.50
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 25.50
内用薬 2189011F2013 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 シンバスタチン１０ｍｇ錠 35.40
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 59.40
内用薬 2189011F2153 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 59.40
内用薬 2189011F2170 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 メディサ新薬 59.40
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 59.40
内用薬 2189011F2200 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 59.40
内用薬 2189011F2242 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 69.20
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 59.40
内用薬 2189011F3010 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン２０ｍｇ錠 44.70
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 106.30
内用薬 2189011F3060 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 106.30
内用薬 2189011F3079 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 106.30
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 106.30
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 106.30
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 106.30
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 106.30
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 106.30
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 106.30
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 125.10
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 106.30
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 106.30
内用薬 2189012F1038 フルバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 13.00
内用薬 2189012F1046 フルバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 15.10
内用薬 2189012F1054 フルバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 16.20
内用薬 2189012F1062 フルバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 16.20
内用薬 2189012F2034 フルバスタチンナトリウム ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 24.40
内用薬 2189012F2042 フルバスタチンナトリウム ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 25.50
内用薬 2189012F2050 フルバスタチンナトリウム ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 25.50
内用薬 2189012F2069 フルバスタチンナトリウム ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 27.60
内用薬 2189012F3030 フルバスタチンナトリウム ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 35.40
内用薬 2189012F3049 フルバスタチンナトリウム ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 35.40
内用薬 2189012F3057 フルバスタチンナトリウム ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 35.40
内用薬 2189012F3065 フルバスタチンナトリウム ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬 39.80
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 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 12.50

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 12.50

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 12.50

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 12.50

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 12.50
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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 12.50

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 12.50

内用薬 2189015F1139 アトルバスタチンカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「モチダ」 ニプロファーマ 12.50

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

12.50

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） 12.50

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 23.70

内用薬 2189015F1210 アトルバスタチンカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 12.50

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 12.50

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 17.60

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 24.20

内用薬 2189015F2046 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 24.20

内用薬 2189015F2054 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 24.20

内用薬 2189015F2070 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 24.20

内用薬 2189015F2089 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 24.20

内用薬 2189015F2100 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 24.20

内用薬 2189015F2119 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 24.20

内用薬 2189015F2135 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「モチダ」 ニプロファーマ 24.20

内用薬 2189015F2143 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 29.20

内用薬 2189015F2151 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 24.20

内用薬 2189015F2178 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

24.20

内用薬 2189015F2194 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 24.20

内用薬 2189015F2208 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 45.20

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 24.20

内用薬 2189015F2232 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 24.20

内用薬 2189015F3026 アトルバスタチンカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 12.50

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 24.20

内用薬 2189015F5029 アトルバスタチンカルシウム
水和物

２０ｍｇ１錠 局 アトルバスタチン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 47.00

内用薬 2189016F1010 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム１ｍｇ錠 11.00
内用薬 2189016F1036 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 13.70
内用薬 2189016F1044 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 13.70
内用薬 2189016F1079 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 13.70
内用薬 2189016F1109 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「科研」 ダイト 13.70
内用薬 2189016F1125 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 13.70
内用薬 2189016F1133 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 13.70
内用薬 2189016F1141 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サンド」 サンド 11.00
内用薬 2189016F1150 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 13.70
内用薬 2189016F1176 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 13.70
内用薬 2189016F1184 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 13.70
内用薬 2189016F1192 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 13.70
内用薬 2189016F1214 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
13.70

内用薬 2189016F1230 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 13.70
内用薬 2189016F1249 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 11.00
内用薬 2189016F1265 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 13.70
内用薬 2189016F1273 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 13.70
内用薬 2189016F1281 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 13.70
内用薬 2189016F1290 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＫＯＧ」 テイカ製薬 13.70
内用薬 2189016F2016 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム２ｍｇ錠 20.70
内用薬 2189016F2032 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 25.80
内用薬 2189016F2040 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 25.80
内用薬 2189016F2075 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 25.80
内用薬 2189016F2105 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「科研」 ダイト 25.80
内用薬 2189016F2121 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 25.80
内用薬 2189016F2130 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 25.80
内用薬 2189016F2148 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サンド」 サンド 20.70
内用薬 2189016F2156 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「三和」 三和化学研究所 25.80
内用薬 2189016F2172 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 25.80
内用薬 2189016F2180 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 25.80
内用薬 2189016F2210 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
25.80

内用薬 2189016F2237 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 25.80
内用薬 2189016F2245 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 20.70
内用薬 2189016F2261 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 25.80
内用薬 2189016F2270 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 25.80
内用薬 2189016F2296 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＫＯＧ」 テイカ製薬 25.80
内用薬 2189016F3012 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム４ｍｇ錠 39.00
内用薬 2189016F3039 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 49.20
内用薬 2189016F3047 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 49.20



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

内用薬 2189016F3055 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 49.20
内用薬 2189016F3080 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 49.20
内用薬 2189016F3098 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「タカタ」 高田製薬 49.20
内用薬 2189016F3101 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 49.20
内用薬 2189016F3110 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 49.20
内用薬 2189016F3128 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
49.20

内用薬 2189016F3144 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「科研」 ダイト 89.60
内用薬 2189016F3160 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 49.20
内用薬 2189016F3187 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
49.20

内用薬 2189016F3195 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「三和」 三和化学研究所 49.20
内用薬 2189016F3209 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 49.20
内用薬 2189016F3217 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「日医工」 日医工 49.20
内用薬 2189016F3225 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 49.20
内用薬 2189016F3241 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 89.60
内用薬 2189016F3250 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サンド」 サンド 49.20
内用薬 2189016F3276 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 58.60
内用薬 2189016F3292 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＫＯＧ」 テイカ製薬 49.20
内用薬 2189016F4019 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム１ｍｇ口腔内崩壊錠 11.00
内用薬 2189016F4035 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 13.70
内用薬 2189016F4051 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
13.70

内用薬 2189016F4060 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 13.70
内用薬 2189016F4078 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「ＪＧ」 ダイト 13.70
内用薬 2189016F4108 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠１ｍｇ「日医

工」
日医工 13.70

内用薬 2189016F4116 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠１ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

テイカ製薬 13.70

内用薬 2189016F5015 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム２ｍｇ口腔内崩壊錠 20.70
内用薬 2189016F5031 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 25.80
内用薬 2189016F5058 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
25.80

内用薬 2189016F5066 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 25.80
内用薬 2189016F5074 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「ＪＧ」 ダイト 25.80
内用薬 2189016F5104 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍｇ「日医

工」
日医工 25.80

内用薬 2189016F5112 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

テイカ製薬 25.80

内用薬 2189016F6038 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 49.20
内用薬 2189016F6046 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
49.20

内用薬 2189016F6054 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 49.20
内用薬 2189016F6062 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「ＪＧ」 ダイト 49.20
内用薬 2189016F6070 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
49.20

内用薬 2189016F6089 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 49.20

内用薬 2189016F6097 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠４ｍｇ「日医
工」

日医工 49.20

内用薬 2189016F6100 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠４ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

テイカ製薬 49.20

内用薬 2189017F1014 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム２．５ｍｇ錠 8.60
内用薬 2189017F1030 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 16.40
内用薬 2189017F1057 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 18.80
内用薬 2189017F1073 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 16.40
内用薬 2189017F1111 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「科研」 ダイト 16.40
内用薬 2189017F1120 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ 16.40
内用薬 2189017F1146 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 16.40
内用薬 2189017F1197 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 16.40
内用薬 2189017F1219 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 16.40
内用薬 2189017F2010 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム５ｍｇ錠 16.20
内用薬 2189017F2037 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 30.50
内用薬 2189017F2053 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 35.50
内用薬 2189017F2070 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 30.50
内用薬 2189017F2118 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 30.50
内用薬 2189017F2126 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ 30.50
内用薬 2189017F2142 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 30.50
内用薬 2189017F2193 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 30.50
内用薬 2189017F2215 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 30.50
内用薬 2189017F3017 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム２．５ｍｇ口腔内崩壊

錠
8.60

内用薬 2189017F3033 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 16.40
内用薬 2189017F3050 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 18.80
内用薬 2189017F3076 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 16.40
内用薬 2189017F3114 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「科研」 ダイト 16.40
内用薬 2189017F3122 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ 16.40
内用薬 2189017F3130 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 16.40
内用薬 2189017F3165 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 16.40
内用薬 2189017F3173 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 16.40
内用薬 2189017F4013 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム５ｍｇ口腔内崩壊錠 16.20
内用薬 2189017F4030 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 30.50
内用薬 2189017F4056 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 35.50
内用薬 2189017F4072 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 30.50
内用薬 2189017F4080 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 30.50
内用薬 2189017F4110 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 ダイト 30.50
内用薬 2189017F4129 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ 30.50
内用薬 2189017F4137 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 30.50
内用薬 2189017F4161 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 30.50
内用薬 2189017F4170 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 30.50
内用薬 2189017F5028 ロスバスタチンカルシウム １０ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 31.70
内用薬 2189017F5036 ロスバスタチンカルシウム １０ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 31.70
内用薬 2189017F6024 ロスバスタチンカルシウム １０ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 31.70
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内用薬 2189018F1019 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ１０ｍｇ錠 36.10
内用薬 2189018F1035 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 50.90
内用薬 2189018F1043 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 50.90
内用薬 2189018F1051 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 50.90
内用薬 2189018F1078 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 50.90
内用薬 2189018F1086 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 50.90
内用薬 2189018F1132 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 50.90
内用薬 2189018F1159 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 50.90
内用薬 2189018F1167 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 50.90
内用薬 2189018F1191 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 50.90
内用薬 2189018F1205 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 50.90
内用薬 2189018F1213 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅ　ファルマ 50.90
内用薬 2189018F2023 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 50.90
内用薬 2190005F1012 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩１０ｍｇ錠 5.70
内用薬 2190005F2019 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩２０ｍｇ錠 5.90
内用薬 2190006M1210 トコフェロールニコチン酸エ

ステル
１００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１０

０ｍｇ「トーワ」
東和薬品 5.50

内用薬 2190006M2110 トコフェロールニコチン酸エ
ステル

２００ｍｇ１カプセル ニコ２００ソフトカプセル 堀井薬品工業 5.70

内用薬 2190006M2225 トコフェロールニコチン酸エ
ステル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２０
０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 5.70

内用薬 2190006M2233 トコフェロールニコチン酸エ
ステル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２０
０ｍｇ「日医工」

日医工ファーマ 5.70

内用薬 2190006M2241 トコフェロールニコチン酸エ
ステル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２０
０ｍｇ「ＴＣ」

東洋カプセル 5.70

内用薬 2190006M2250 トコフェロールニコチン酸エ
ステル

２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２０
０ｍｇ「ホリイ」

堀井薬品工業 5.70

内用薬 2190009A1013 ポリスチレンスルホン酸ナト
リウム

１ｇ ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 11.80

内用薬 2190016B1035 ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

９６．７％１ｇ カリエードプラス散（分包）９６．７％ 東洋製薬化成 11.30

内用薬 2190016B1043 ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

９６．７％１ｇ ポリスチレンスルホン酸Ｃａ散９６．７％分包
５．１７ｇ〈ハチ〉

東洋製薬化成 11.30

内用薬 2190016D1028 ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

８９．２９％１ｇ アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ 三和化学研究所 11.00

内用薬 2190016D1036 ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

８９．２９％１ｇ ポリスチレンスルホン酸Ｃａ顆粒８９．２９％分
包５．６ｇ「三和」

三和化学研究所 11.00

内用薬 2190016Q2026 ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

２０％２５ｇ１個 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 三和化学研究所 68.40

内用薬 2190016Q2034 ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

２０％２５ｇ１個 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分
包２５ｇ「三和」

三和化学研究所 68.40

内用薬 2190021C1015 ニセルゴリン １％１ｇ ニセルゴリン１％細粒 14.10
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 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 7.90
内用薬 2190024F1040 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 5.80
内用薬 2190024F1058 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 5.80
内用薬 2190024F2038 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 5.70
内用薬 2190024F2054 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 5.70
内用薬 2190026F1014 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン６２．５ｍｇ錠 866.90
内用薬 2190026R1029 ボセンタン水和物 ６．２５％１ｇ ボセンタン成人用ＤＳ６．２５％「モチダ」 持田製薬販売 1,075.50
内用薬 2190029D1033 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 44.10
内用薬 2190029D1041 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 44.10
内用薬 2190029D1050 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 44.10
内用薬 2190029D1068 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 44.10
内用薬 2190029D1076 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 58.50
内用薬 2190029D1084 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 44.10
内用薬 2190029D1092 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 44.10
内用薬 2190029D2030 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 68.90
内用薬 2190029D2048 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 68.90
内用薬 2190029D2056 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 68.90
内用薬 2190029D2064 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 68.90
内用薬 2190029D2072 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 68.90
内用薬 2190029D2080 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 68.90
内用薬 2190029D2099 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 68.90
内用薬 2190029F3037 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 59.10
内用薬 2190029F3053 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 56.00
内用薬 2190029F3061 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 59.10
内用薬 2190029F4033 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 86.00
内用薬 2190029F4050 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 82.70
内用薬 2190029F4068 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 86.00
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
１錠 アマルエット配合錠１番「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 18.70

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

１錠 アマルエット配合錠１番「ＥＥ」 エルメッド 18.70

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

１錠 アマルエット配合錠１番「ＫＮ」 小林化工 18.70

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

１錠 アマルエット配合錠１番「ＴＣＫ」 辰巳化学 33.10

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

１錠 アマルエット配合錠１番「ケミファ」 日本ケミファ 18.70

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

１錠 アマルエット配合錠１番「サワイ」 沢井製薬 18.70

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

１錠 アマルエット配合錠１番「サンド」 サンド 18.70

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

１錠 アマルエット配合錠１番「トーワ」 東和薬品 18.70

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

１錠 アマルエット配合錠１番「日医工」 日医工 18.70

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

１錠 アマルエット配合錠１番「ニプロ」 ニプロ 18.70

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

１錠 アマルエット配合錠２番「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 29.80

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

１錠 アマルエット配合錠２番「ＥＥ」 エルメッド 29.80

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

１錠 アマルエット配合錠２番「ＫＮ」 小林化工 29.80
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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

１錠 アマルエット配合錠２番「ＴＣＫ」 辰巳化学 35.40

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

１錠 アマルエット配合錠２番「ケミファ」 日本ケミファ 29.80

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

１錠 アマルエット配合錠２番「サワイ」 沢井製薬 29.80

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

１錠 アマルエット配合錠２番「サンド」 サンド 29.80

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

１錠 アマルエット配合錠２番「トーワ」 東和薬品 29.80

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

１錠 アマルエット配合錠２番「日医工」 日医工 29.80

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

１錠 アマルエット配合錠２番「ニプロ」 ニプロ 29.80

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

１錠 アマルエット配合錠３番「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 23.40

内用薬 2190103F1046 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水

１錠 アマルエット配合錠３番「ＥＥ」 エルメッド 23.40

内用薬 2190103F1054 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水

１錠 アマルエット配合錠３番「ＫＮ」 小林化工 23.40

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

１錠 アマルエット配合錠３番「ＴＣＫ」 辰巳化学 42.10

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

１錠 アマルエット配合錠３番「ケミファ」 日本ケミファ 23.40

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

１錠 アマルエット配合錠３番「サワイ」 沢井製薬 23.40

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

１錠 アマルエット配合錠３番「サンド」 サンド 23.40

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

１錠 アマルエット配合錠３番「トーワ」 東和薬品 23.40

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

１錠 アマルエット配合錠３番「日医工」 日医工 23.40

内用薬 2190103F1127 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水

１錠 アマルエット配合錠３番「ニプロ」 ニプロ 23.40

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

１錠 アマルエット配合錠４番「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 34.30

内用薬 2190104F1040 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水

１錠 アマルエット配合錠４番「ＥＥ」 エルメッド 34.30

内用薬 2190104F1059 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水

１錠 アマルエット配合錠４番「ＫＮ」 小林化工 34.30

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

１錠 アマルエット配合錠４番「ＴＣＫ」 辰巳化学 62.60

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

１錠 アマルエット配合錠４番「ケミファ」 日本ケミファ 34.30

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

１錠 アマルエット配合錠４番「サワイ」 沢井製薬 34.30

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

１錠 アマルエット配合錠４番「サンド」 サンド 34.30

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

１錠 アマルエット配合錠４番「トーワ」 東和薬品 34.30

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

１錠 アマルエット配合錠４番「日医工」 日医工 34.30

内用薬 2190104F1121 アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水

１錠 アマルエット配合錠４番「ニプロ」 ニプロ 34.30

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

１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１０％
「日医工」

日医工 7.60

内用薬 2223001B1260 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１０％
「トーワ」

東和薬品 7.90

内用薬 2223001C1037 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１０％１ｇ アストマリ細粒１０％ 鶴原製薬 7.60

内用薬 2223001C1045 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒１０％
「ツルハラ」

鶴原製薬 7.60

内用薬 2223001F2129 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 アストマリ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 5.70

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

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 5.70

内用薬 2223001F2145 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 5.70

内用薬 2223001F2153 デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 5.70

内用薬 2224001F3122 ペントキシベリンクエン酸塩 １５ｍｇ１錠 ペントキシベリンクエン酸塩錠１５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 5.50

内用薬 2229001B1019 ジメモルファンリン酸塩 １０％１ｇ ジメモルファンリン酸塩１０％散 32.60
内用薬 2229001Q1070 ジメモルファンリン酸塩 ０．２５％１ｍＬ ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用０．２

５％「ＴＣＫ」
辰巳化学 2.90

内用薬 2229001R1033 ジメモルファンリン酸塩 ２．５％１ｇ ジメモルファンリン酸塩ＤＳ小児用２．５％「タ
カタ」

高田製薬 10.20

内用薬 2229100B1110 鎮咳配合剤 １ｇ ニチコデ配合散 日医工 6.50
内用薬 2229102Q1111 鎮咳配合剤 １ｍＬ クロフェドリンＳ配合シロップ キョーリンリメディ

オ
3.60

内用薬 2229102Q1120 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコデ配合シロップ マイランＥＰＤ 3.60
内用薬 2229102Q1138 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコブロン配合シロップ 武田テバファーマ 3.60
内用薬 2229102Q1146 鎮咳配合剤 １ｍＬ プラコデ配合シロップ 小林化工 3.60
内用薬 2229102Q1162 鎮咳配合剤 １ｍＬ ムコブロチン配合シロップ 東和薬品 3.60
内用薬 2229104M1038 ジプロフィリン・メトキシ

フェナミン配合剤
１カプセル アストーマ配合カプセル 日医工 5.50

内用薬 2233002C1089 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステイン細粒５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 6.50
内用薬 2233002F1018 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 Ｌ－カルボシステイン２５０ｍｇ錠 5.70
内用薬 2233002F2014 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 Ｌ－カルボシステイン５００ｍｇ錠 6.90
内用薬 2233002F2103 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 7.90
内用薬 2233002F2111 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 7.90
内用薬 2233002F2120 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 7.90
内用薬 2233002F2162 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 7.90
内用薬 2233002Q1108 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「タカタ」 高田製薬 2.60
内用薬 2233002Q1116 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「ＪＧ」 大興製薬 2.60
内用薬 2233002Q1124 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％「トーワ」 東和薬品 2.60
内用薬 2233002Q1132 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ小児用５％「テバ」 武田テバファーマ 2.60
内用薬 2233002Q1140 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「ツルハラ」 鶴原製薬 2.60
内用薬 2233002R2010 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ Ｌ－カルボシステイン５０％シロップ用 9.40
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内用薬 2234001F1339 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 5.10
内用薬 2234001F1347 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 5.10
内用薬 2234001F1355 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 5.10
内用薬 2234001F1363 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.10
内用薬 2234001F1371 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.10
内用薬 2234001Q1135 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％「トー

ワ」
東和薬品 1.10

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 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
18.20

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 18.20
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 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 28.00
内用薬 2239001R2010 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ アンブロキソール塩酸塩３％シロップ用 25.60
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 4.50
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 8.40
内用薬 2241003S1020 オウヒエキス １０ｍＬ サリパラ液 丸石製薬 16.40
内用薬 2251001F2018 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン１００ｍｇ徐放錠 5.70
内用薬 2251001F3014 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン２００ｍｇ徐放錠 5.90
内用薬 2251001G1017 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン２００ｍｇ徐放Ｕ錠 5.90
内用薬 2251001G2013 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフィリン４００ｍｇ徐放Ｕ錠 6.00
内用薬 2251001G3010 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン１００ｍｇ徐放Ｕ錠 5.70
内用薬 2251001R1018 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン２０％シロップ用 28.80
内用薬 2251001R1123 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％

「サワイ」
沢井製薬 41.80

内用薬 2251001R1131 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ＤＳ小児用２０％「トーワ」 東和薬品 41.80
内用薬 2252006R2057 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．５％１ｇ フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小児用０．５％

「タカタ」
高田製薬 36.50

内用薬 2254001F1013 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 サルブタモール硫酸塩２ｍｇ錠 5.50
内用薬 2259002F1014 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ツロブテロール塩酸塩１ｍｇ錠 5.90
内用薬 2259002R1010 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩０．１％シロップ用 7.00
内用薬 2259004F1013 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩０．０２５ｍｇ錠 5.70
内用薬 2259004F2010 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩０．０５ｍｇ錠 5.90
内用薬 2259004Q1014 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ プロカテロール塩酸塩０．０００５％シロップ 3.90
内用薬 2259004R1010 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０１％１ｇ プロカテロール塩酸塩０．０１％シロップ用 41.00
内用薬 2259006F1012 クレンブテロール塩酸塩 １０μｇ１錠 クレンブテロール塩酸塩１０μｇ錠 5.80
内用薬 2314002F2022 ベルベリン塩化物水和物 １００ｍｇ１錠 キョウベリン錠１００ 大峰堂薬品工業 8.40
内用薬 2316002B1053 耐性乳酸菌 １ｇ 耐性乳酸菌散１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 6.30
内用薬 2316002B1061 耐性乳酸菌 １ｇ 耐性乳酸菌散１０％「トーワ」 東和薬品 6.30
内用薬 2316003B1066 ビフィズス菌 １ｇ レベニンＳ配合散 わかもと製薬 6.30
内用薬 2316003F1025 ビフィズス菌 １錠 レベニンＳ配合錠 わかもと製薬 6.30
内用薬 2316004B1036 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ散 ビオフェルミン製薬 6.30
内用薬 2316004F1020 耐性乳酸菌 １錠 ビオフェルミンＲ錠 ビオフェルミン製薬 5.90
内用薬 2316012A1124 ラクトミン １ｇ ビオヂアスミンＦ－２散 日東薬品工業 6.30
内用薬 2316012A1140 ラクトミン １ｇ ラクトミン散「イセイ」 コーアイセイ 6.30
内用薬 2316016B1039 耐性乳酸菌 １ｇ レベニン散 わかもと製薬 6.30
内用薬 2316016F1022 耐性乳酸菌 １錠 レベニン錠 わかもと製薬 5.90
内用薬 2316018B1038 ビフィズス菌 ２％１ｇ ビフィスゲン散 日東薬品工業 6.30
内用薬 2316019B1059 耐性乳酸菌 １ｇ ラックビーＲ散 興和 6.30
内用薬 2316020F1029 ビフィズス菌 １錠 ビオフェルミン錠剤 ビオフェルミン製薬 5.70
内用薬 2318001F1209 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ポリシロ錠４０ｍｇ 堀井薬品工業 5.70
内用薬 2318001F1225 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 5.70
内用薬 2318001F1233 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ジメチコン錠４０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 5.70
内用薬 2318001F1241 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ジメチコン錠４０ｍｇ「ホリイ」 堀井薬品工業 5.70
内用薬 2318001F3031 ジメチコン ８０ｍｇ１錠 ポリシロ錠８０ｍｇ 堀井薬品工業 5.70
内用薬 2318001F3040 ジメチコン ８０ｍｇ１錠 ジメチコン錠８０ｍｇ「ホリイ」 堀井薬品工業 5.70
内用薬 2318001Q1099 ジメチコン ２％１ｍＬ バリトゲン消泡内用液２％ 伏見製薬所 3.10
内用薬 2318001Q1102 ジメチコン ２％１ｍＬ バロス消泡内用液２％ 堀井薬品工業 3.10
内用薬 2318001Q1110 ジメチコン ２％１ｍＬ バルギン消泡内用液２％ カイゲンファーマ 3.10
内用薬 2318001Q1129 ジメチコン ２％１ｍＬ ジメチコン内用液２％「ＦＳＫ」 伏見製薬所 3.10
内用薬 2318001Q1137 ジメチコン ２％１ｍＬ ジメチコン内用液２％「カイゲン」 カイゲンファーマ 3.10
内用薬 2318001Q1145 ジメチコン ２％１ｍＬ ジメチコン内用液２％「ホリイ」 堀井薬品工業 3.10
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 11.50
内用薬 2319001F1010 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１錠 ロペラミド塩酸塩１ｍｇ錠 6.70
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 6.70
内用薬 2319100F1080 ベルベリン塩化物水和物・ゲ

ンノショウコエキス
１錠 リーダイ配合錠 武田テバファーマ 5.70

内用薬 2322001D1316 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒９９％「ＮＰ」 ニプロ 6.50
内用薬 2323001D3073 アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物
１％１ｇ アズレン顆粒１％「ツルハラ」 鶴原製薬 6.30

内用薬 2323001F1250 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

２ｍｇ１錠 アズレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.10

内用薬 2325001C1010 シメチジン ２０％１ｇ シメチジン２０％細粒 6.30
内用薬 2325001F1017 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン２００ｍｇ錠 5.70
内用薬 2325001F2013 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン４００ｍｇ錠 5.90
内用薬 2325002F1011 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 5.90
内用薬 2325002F2018 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 5.90
内用薬 2325003B1014 ファモチジン １０％１ｇ ファモチジン１０％散 62.20
内用薬 2325003B2010 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン２％散 14.20
内用薬 2325003F1016 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン１０ｍｇ錠 10.10
内用薬 2325003F2012 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン２０ｍｇ錠 10.10
内用薬 2325003F3019 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジン１０ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
内用薬 2325003F4015 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン２０ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
内用薬 2325004M1010 ロキサチジン酢酸エステル塩

酸塩
７５ｍｇ１カプセル ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩７５ｍｇ徐放カ

プセル
17.60

内用薬 2325004M2016 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

３７．５ｍｇ１カプセル ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩３７．５ｍｇ徐
放カプセル

10.90

内用薬 2325005F1015 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザチジン１５０ｍｇ錠 10.20
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 2325005M1162 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 19.40
内用薬 2325005M1170 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 18.00
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内用薬 2325005M1200 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 18.00
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 2325006F1044 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 10.10
内用薬 2325006F1052 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 2325006F1060 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 2325006F1079 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 2325006F1087 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.10
内用薬 2325006F1095 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 10.10
内用薬 2325006F1109 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 2325006F1117 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 2325006F1125 ラフチジン ５ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 10.10
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 13.30
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 15.00
内用薬 2325006F2067 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 15.00
内用薬 2325006F2075 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 11.90
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 13.30
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 15.00
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 13.30
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 13.30
内用薬 2325006F2121 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 13.30
内用薬 2329002D1060 アルジオキサ １０％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒１０％「トーワ」 東和薬品 5.70
内用薬 2329002D2059 アルジオキサ ２０％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒２０％「日医工」 日医工 6.30
内用薬 2329002D3055 アルジオキサ ２５％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒２５％「ツルハラ」 鶴原製薬 7.50
内用薬 2329002D3063 アルジオキサ ２５％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒２５％「あすか」 あすか製薬 7.50
内用薬 2329002D4310 アルジオキサ ５０％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 6.30
内用薬 2329002D4329 アルジオキサ ５０％１ｇ 局 アルジオキサ顆粒５０％「あすか」 あすか製薬 12.90
内用薬 2329002F2173 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70
内用薬 2329002F2181 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルジオキサ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.70
内用薬 2329002F2190 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルジオキサ錠１００ｍｇ「あすか」 あすか製薬 5.70
内用薬 2329002F2203 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 局 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 5.70
内用薬 2329005F1014 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩２５ｍｇ錠 5.70
内用薬 2329008C1135 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「ツルハラ」 鶴原製薬 6.30
内用薬 2329008D1173 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 東和薬品 6.30
内用薬 2329008D1181 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「日医工」 日医工 6.30
内用薬 2329008S1016 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ スクラルファート１０％液 2.10
内用薬 2329009C2012 スルピリド １０％１ｇ スルピリド１０％細粒 6.30
内用薬 2329009C3019 スルピリド ５０％１ｇ スルピリド５０％細粒 14.60
内用薬 2329009F1012 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド５０ｍｇ錠 6.40
内用薬 2329009M1011 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル スルピリド５０ｍｇカプセル 6.40
内用薬 2329011C1013 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン１０％細粒 8.10
内用薬 2329011C2010 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン２０％細粒 11.10
内用薬 2329011C2052 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 12.30
内用薬 2329011C2095 ソファルコン ２０％１ｇ ラビン細粒２０％ 辰巳化学 12.30
内用薬 2329011C2117 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＪＧ」 長生堂製薬 12.30
内用薬 2329011C2133 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「サワイ」 沢井製薬 11.80
内用薬 2329011F1010 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソファルコン５０ｍｇ錠 5.70
内用薬 2329011M2015 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ソファルコン１００ｍｇカプセル 8.10
内用薬 2329012C1018 テプレノン １０％１ｇ テプレノン１０％細粒 10.70
内用薬 2329012M1293 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.30
内用薬 2329012M1331 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 6.30
内用薬 2329012M1340 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 6.30
内用薬 2329012M1366 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 6.30
内用薬 2329012M1374 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 6.30
内用薬 2329012M1382 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 6.30
内用薬 2329015C1011 トロキシピド ２０％１ｇ トロキシピド２０％細粒 11.50
内用薬 2329015F2014 トロキシピド １００ｍｇ１錠 トロキシピド１００ｍｇ錠 6.20
内用薬 2329020C1012 イルソグラジンマレイン酸塩 ０．８％１ｇ イルソグラジンマレイン酸塩０．８％細粒 15.70
内用薬 2329020F1019 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩２ｍｇ錠 9.90
内用薬 2329020F2015 イルソグラジンマレイン酸塩 ４ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩４ｍｇ錠 10.10
内用薬 2329021D1047 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 17.30
内用薬 2329021D1063 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「アメル」 共和薬品工業 17.30
内用薬 2329021D1071 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「タカタ」 高田製薬 17.30
内用薬 2329021D1080 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「日医工」 日医工 16.40
内用薬 2329021F1030 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 大原薬品工業 10.10
内用薬 2329021F1056 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 10.10
内用薬 2329021F1064 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 10.10
内用薬 2329021F1072 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 10.10
内用薬 2329021F1080 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「あすか」 あすか製薬 10.10
内用薬 2329021F1099 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.10
内用薬 2329021F1110 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 10.10
内用薬 2329021F1137 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 10.10
内用薬 2329021F1145 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 10.10
内用薬 2329021F1161 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 2329021F1170 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 10.10
内用薬 2329021F1188 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 10.10
内用薬 2329021F1196 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 10.10
内用薬 2329021F1200 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 10.10
内用薬 2329021F1218 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 2329021F1226 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 2329021F1250 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 2329021F1269 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 10.10
内用薬 2329021F1277 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 2329021F1285 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 10.10
内用薬 2329021F1293 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 10.10
内用薬 2329021F1307 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
10.10

内用薬 2329021F1315 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 10.10
内用薬 2329021F1323 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 10.10
内用薬 2329021F1331 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 大塚製薬工場 10.10
内用薬 2329021F1340 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 10.10
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内用薬 2329021F2028 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 10.10
内用薬 2329021F2036 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 2329022H1019 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール２０ｍｇ腸溶錠 31.50
内用薬 2329022H2015 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール１０ｍｇ腸溶錠 20.40
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 19.30
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 33.40
内用薬 2329023F2086 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 40.20
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 19.30
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 33.40
内用薬 2329026D1058 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 10.70
内用薬 2329026D1082 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＹＤ」 陽進堂 10.20
内用薬 2329026D1090 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 エカベトＮａ顆粒６６．７％「サワイ」 沢井製薬 10.20
内用薬 2329027D1044 ポラプレジンク １５％１ｇ 局 ポラプレジンク顆粒１５％「ＣＨ」 長生堂製薬 36.30
内用薬 2329027D1052 ポラプレジンク １５％１ｇ 局 ポラプレジンク顆粒１５％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 34.50
内用薬 2329027D1079 ポラプレジンク １５％１ｇ 局 ポラプレジンク顆粒１５％「ＹＤ」 陽進堂 36.30
内用薬 2329027D1087 ポラプレジンク １５％１ｇ ポラプレジンク顆粒１５％「タイヨー」 大興製薬 34.50
内用薬 2329027D1109 ポラプレジンク １５％１ｇ 局 ポラプレジンク顆粒１５％「ファイザー」 マイラン製薬 34.50
内用薬 2329027F1037 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 12.70
内用薬 2329027F1045 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 12.70
内用薬 2329028F1015 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム１０ｍｇ錠 14.30
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 39.80
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 33.80
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 26.80
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
39.80

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 39.80
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 39.80
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） 39.80
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 39.80
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
39.80

内用薬 2329028F1180 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 26.80
内用薬 2329028F1198 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 39.80
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 39.80
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 39.80

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 26.80
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 26.80
内用薬 2329028F1244 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
大興製薬 26.80

内用薬 2329028F1252 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 39.80
内用薬 2329028F1260 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ゼリア」 ゼリア新薬工業 39.80
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」 武田テバ薬品 39.80
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 39.80
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
39.80

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 28.90
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 77.90
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 55.00
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
55.00

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 77.90
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 77.90
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） 90.80
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 77.90
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
77.90

内用薬 2329028F2186 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 55.00
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「ＴＣＫ」 辰巳化学 77.90
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 77.90
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 77.90

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 55.00
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 55.00
内用薬 2329028F2240 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「タイ

ヨー」
大興製薬 62.60

内用薬 2329028F2259 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 77.90
内用薬 2329028F2267 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ゼリア」 ゼリア新薬工業 55.00
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」 武田テバ薬品 77.90
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 77.90
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 7.80
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 21.90
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 17.80
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 11.20
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
21.90

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 21.90
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」 武田テバ薬品 21.90
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 21.90
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） 25.10
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」 ファイザー 21.90
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 21.90
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
21.90

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 21.90
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 25.10
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 17.80
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 17.80
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 17.80
内用薬 2329107D1100 ジサイクロミン・水酸化アル

ミニウム配合剤
１ｇ レスポリックス配合顆粒 鶴原製薬 6.00

内用薬 2329122D1341 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズクレニンＳ配合顆粒 長生堂製薬 6.50
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内用薬 2329122D1422 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ マナミンＧＡ配合顆粒 鶴原製薬 6.50

内用薬 2329122D1465 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

１ｇ アズレンスルホン酸ナトリウム・Ｌ－グルタミン
配合顆粒「クニヒロ」

皇漢堂製薬 6.50

内用薬 2339003B1010 β－ガラクトシダーゼ（アス
ペルギルス）

５０％１ｇ β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）５０％
散

16.20

内用薬 2339003D1029 β－ガラクトシダーゼ（アス
ペルギルス）

５０％１ｇ オリザチーム顆粒 ヤクルト本社 28.70

内用薬 2339105X1022 炭酸水素ナトリウム・ゲンチ
アナ末配合剤

１ｇ 重散 三恵薬品 6.30

内用薬 2339114F1034 サナクターゼ配合剤 １錠 エクセラーゼ配合錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

5.70

内用薬 2339159M1030 ビオヂアスターゼ１０００配
合剤

１カプセル フェルターゼ配合カプセル 佐藤薬品工業 5.90

内用薬 2339161P1042 ビオヂアスターゼ１０００配
合剤

１カプセル フェンラーゼ配合カプセル 日医工ファーマ 5.70

内用薬 2339178B1040 ジアスターゼ・生薬配合剤 １ｇ ＨＭ散 小西製薬 5.70
内用薬 2339178B1075 ジアスターゼ・生薬配合剤 １ｇ ＮＩＭ配合散 日医工 5.70
内用薬 2339179B1037 ビオヂアスターゼ・生薬配合 １ｇ マナミンＴＭ散 鶴原製薬 6.30
内用薬 2339189B1065 ジアスターゼ・生薬配合剤 １ｇ ピーマーゲン配合散 あゆみ製薬 6.30
内用薬 2339209M1030 ビオヂアスターゼ２０００配

合剤
１カプセル ケイラーゼＡＴ配合カプセル 三恵薬品 5.70

内用薬 2339225D1048 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１ｇ ヨウラーゼＥ配合顆粒 陽進堂 8.10

内用薬 2339226D1034 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１ｇ ケイラーゼＳＡ配合顆粒 三恵薬品 9.90

内用薬 2339229D1038 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１ｇ ハイフル配合顆粒 丸石製薬 9.90

内用薬 2339235F1034 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１錠 オーネスＳＴ配合錠 鶴原製薬 5.70

内用薬 2339241F1056 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１錠 ボルトミー配合錠 全星薬品工業 5.50

内用薬 2339244M1032 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１カプセル オーネスＳＰ配合カプセル 鶴原製薬 5.70

内用薬 2339262D1030 ビオヂアスターゼ２０００配
合剤

１ｇ オーネスＮ配合顆粒 鶴原製薬 18.10

内用薬 2339263B1034 ビオヂアスターゼ・生薬配合 １ｇ ＭＭＤ配合散 吉田製薬 6.30
内用薬 2339265F1027 ビオヂアスターゼ２０００配

合剤
１錠 マックターゼ配合錠 沢井製薬 5.70

内用薬 2344005F1045 炭酸水素ナトリウム ５００ｍｇ１錠 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 5.70
内用薬 2344005F1053 炭酸水素ナトリウム ５００ｍｇ１錠 炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 5.70
内用薬 2344008F1057 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠「ヨシダ」５００ｍｇ 吉田製薬 5.90
内用薬 2344008F1081 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ 5.90
内用薬 2344008F2029 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 炭カル錠「ヨシダ」２５０ｍｇ 吉田製薬 5.90
内用薬 2344009C1039 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％「ケンエー」 健栄製薬 10.40
内用薬 2344009C1047 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％〈ハチ〉 東洋製薬化成 10.40
内用薬 2344009C1055 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグミット細粒８３％ 協和化学工業 10.40
内用薬 2344009C1063 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 吉田製薬 10.40
内用薬 2344009F1035 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグミット錠２５０ｍｇ 協和化学工業 5.70
内用薬 2344009F1051 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ＴＸ」 グラフィコ 5.70
内用薬 2344009F1060 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 5.70
内用薬 2344009F1078 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 5.70
内用薬 2344009F1086 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ケンエー」 健栄製薬 5.70
内用薬 2344009F1094 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 吉田製薬 5.70
内用薬 2344009F2031 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグミット錠３３０ｍｇ 協和化学工業 5.70
内用薬 2344009F2058 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ＴＸ」 グラフィコ 5.70
内用薬 2344009F2066 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 5.70
内用薬 2344009F2074 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 5.70
内用薬 2344009F2082 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」 健栄製薬 5.70
内用薬 2344009F2090 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 吉田製薬 5.70
内用薬 2344009F3038 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 マグミット錠２００ｍｇ 協和化学工業 5.70
内用薬 2344009F3046 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨシダ」 吉田製薬 5.70
内用薬 2344009F4034 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグミット錠５００ｍｇ 協和化学工業 5.70
内用薬 2344009F4042 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 5.70
内用薬 2344009F4050 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ケンエー」 健栄製薬 5.70
内用薬 2344009F4069 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」 吉田製薬 5.70
内用薬 2344009F5030 酸化マグネシウム ３００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３００ｍｇ「ヨシダ」 吉田製薬 5.70
内用薬 2344009F6037 酸化マグネシウム ４００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠４００ｍｇ「ヨシダ」 吉田製薬 5.70
内用薬 2349100X1182 水酸化アルミニウムゲル・水

酸化マグネシウム
１０ｍＬ アシドレス配合内服液 中北薬品 10.90

内用薬 2349100X1204 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１０ｍＬ タイメック配合内用液 武田テバファーマ 11.50

内用薬 2349100X1212 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１０ｍＬ ディクアノン配合内用液 日新製薬（山形） 11.50

内用薬 2349100X1220 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液 日医工 10.90

内用薬 2349100X1247 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１０ｍＬ マルファ配合内服液 東洋製薬化成 10.90

内用薬 2349101D1156 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ アイスフラット懸濁用配合顆粒 長生堂製薬 6.50

内用薬 2349101D1202 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ ディクアノン懸濁用配合顆粒 日新製薬（山形） 6.50

内用薬 2349101D1229 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ マックメット懸濁用配合ＤＳ 沢井製薬 6.50

内用薬 2349101D1237 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ マルファ懸濁用配合顆粒 東洋製薬化成 14.00

内用薬 2349101D1245 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ マーレッジ懸濁用配合ＤＳ 東和薬品 6.50

内用薬 2349101D1253 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ マーロックス懸濁用配合顆粒 サノフィ 14.00

内用薬 2349101D1261 水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ リタロクス懸濁用配合顆粒 鶴原製薬 6.50

内用薬 2354001X1022 カスカラサグラダ流エキス １０ｍＬ ※ カスカラサグラダ流エキス（司生堂） 司生堂製薬 13.00
内用薬 2354002F2028 センナエキス ８０ｍｇ１錠 ヨーデルＳ糖衣錠－８０ 藤本製薬 6.20
内用薬 2354003D2048 センノシド ８％１ｇ センノサイド顆粒８％「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 11.90
内用薬 2354003D2064 センノシド ８％１ｇ センノシド顆粒８％「日医工」 サンノーバ 11.90
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内用薬 2354003F2332 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 5.10
内用薬 2354003F2340 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 生晃栄養薬品 5.10
内用薬 2354003F2359 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 5.10
内用薬 2354003F2367 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.10
内用薬 2354003F2375 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.10
内用薬 2354003F2383 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.10
内用薬 2354003F2391 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 5.10
内用薬 2354003F2405 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 5.10
内用薬 2354003F2413 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 5.10
内用薬 2354003F2421 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ホリイ」 堀井薬品工業 5.10
内用薬 2354003F2430 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サンド」 サンド 5.10
内用薬 2354003F2448 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「武田テバ」 武田テバ薬品 5.10
内用薬 2354003F2456 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「杏林」 東洋カプセル 5.10
内用薬 2359005D1101 ピコスルファートナトリウム

水和物
１％１ｇ ピコダルム顆粒１％ 日新製薬（山形） 18.20

内用薬 2359005D1128 ピコスルファートナトリウム
水和物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウム顆粒１％「ゼリア」 日新製薬（山形） 18.20

内用薬 2359005F1013 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム２．５ｍｇ錠 5.90

内用薬 2359005F3016 ピコスルファートナトリウム
水和物

７．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム７．５ｍｇ錠 5.90

内用薬 2359005M1012 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１カプセル ピコスルファートナトリウム２．５ｍｇカプセル 5.90

内用薬 2359005R1109 ピコスルファートナトリウム
水和物

１％１ｇ スナイリンドライシロップ１％ マイランＥＰＤ 26.60

内用薬 2359005R1117 ピコスルファートナトリウム
水和物

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムドライシロップ１％
「日医工」

日医工 10.50

内用薬 2359005S1011 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム０．７５％液 8.50

内用薬 2359102X1056 センナ・センナ実 １ｇ ピムロ顆粒 本草製薬 6.30
内用薬 2359106B1022 複方カンゾウ １ｇ 複方甘草散「スズ」 鈴粉末薬品 6.00
内用薬 2359108F1058 ジオクチルソジウムスルホサ

クシネート・カサンスラノー
１錠 ベンコール配合錠 日医工ファーマ 5.70

内用薬 2359108F1066 ジオクチルソジウムスルホサ
クシネート・カサンスラノー

１錠 ビーマス配合錠 日本臓器製薬 5.70

内用薬 2359109B1077 人工カルルス塩 １０ｇ 人工カルルス塩「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 6.50
内用薬 2359109B1115 人工カルルス塩 １０ｇ 人工カルルス塩「ヤマゼン」 山善製薬 6.50
内用薬 2362001F1100 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 6.10
内用薬 2362001F1118 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.10
内用薬 2362001F1134 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 6.10
内用薬 2362001F2173 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 6.60
内用薬 2362001F2190 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 6.60
内用薬 2362001F2203 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 6.60
内用薬 2362001F2211 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 6.60
内用薬 2362001F2220 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.60
内用薬 2362001F2246 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 6.60
内用薬 2391001F3023 オンダンセトロン塩酸塩水和

物
２ｍｇ１錠 オンダンセトロンＯＤフィルム２ｍｇ「ＧＦＰ」 ツキオカフィルム製

薬
365.20

内用薬 2391001F4020 オンダンセトロン塩酸塩水和
物

４ｍｇ１錠 オンダンセトロンＯＤフィルム４ｍｇ「ＧＦＰ」 ツキオカフィルム製
薬

474.30

内用薬 2391002Q1026 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１包 グラニセトロン内服ゼリー１ｍｇ「ケミファ」 日医工 373.30
内用薬 2391002Q2022 グラニセトロン塩酸塩 ２ｍｇ１包 グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 日医工 657.40
内用薬 2391008M1030 アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 1,125.00
内用薬 2391008M1048 アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,125.00
内用薬 2391008M2036 アプレピタント １２５ｍｇ１カプセル アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 1,659.40
内用薬 2391008M2044 アプレピタント １２５ｍｇ１カプセル アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,659.40
内用薬 2391008M3032 アプレピタント １セット アプレピタントカプセルセット「ＮＫ」 日本化薬 3,909.40
内用薬 2391008M3040 アプレピタント １セット アプレピタントカプセルセット「サワイ」 沢井製薬 3,909.40
内用薬 2399004C1107 メトクロプラミド ２％１ｇ メトクロプラミド細粒２％「ツルハラ」 鶴原製薬 6.30
内用薬 2399004F1235 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70
内用薬 2399004F1243 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 5.70
内用薬 2399004F1251 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.70
内用薬 2399004F1260 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 5.70
内用薬 2399004F1278 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 5.70
内用薬 2399004F2045 メトクロプラミド １０ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠１０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 6.10
内用薬 2399005F1019 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン５ｍｇ錠 5.90
内用薬 2399005F2015 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン１０ｍｇ錠 5.90
内用薬 2399005R1015 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリドン１％シロップ用 6.80
内用薬 2399006C1017 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２０％細粒 9.20
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 2399008F1047 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 7.40
内用薬 2399008F1055 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 8.00
内用薬 2399008F1071 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
8.00

内用薬 2399008F1080 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 8.00
内用薬 2399008F1098 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 7.40
内用薬 2399008F1101 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 7.40
内用薬 2399008F1110 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 7.40
内用薬 2399008F1136 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 7.40
内用薬 2399008F1144 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 7.40
内用薬 2399008F1152 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 7.40
内用薬 2399008F1160 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 8.00
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 2399009F1033 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 17.40
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 17.40
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 17.40
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 17.40
内用薬 2399009F1122 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 17.40
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 17.40
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 18.80
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 20.80
内用薬 2399009F1173 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 18.80
内用薬 2399009F2048 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン錠５００ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 36.30
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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 36.30
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 36.30
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 36.30
内用薬 2399009F2129 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 36.30
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 36.30
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 36.30
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 40.80
内用薬 2399009F2161 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン徐放錠５００ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 36.30
内用薬 2399009F3036 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 27.10
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 27.10
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 27.10
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 27.10
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 27.10
内用薬 2399010B1050 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ 局 モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 日医工 12.50
内用薬 2399010F1036 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 9.80
内用薬 2399010F1052 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 9.80
内用薬 2399010F1060 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 9.80
内用薬 2399010F1079 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 9.80
内用薬 2399010F1109 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 9.80
内用薬 2399010F1125 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 9.80
内用薬 2399010F1133 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 9.80
内用薬 2399010F1141 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 9.80
内用薬 2399010F1150 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 9.80
内用薬 2399010F1168 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 9.80
内用薬 2399010F1176 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 9.80
内用薬 2399010F1184 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
9.80

内用薬 2399010F1192 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 9.80
内用薬 2399010F1206 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 9.80
内用薬 2399010F1214 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 9.80
内用薬 2399010F1222 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 9.80
内用薬 2399010F1230 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 9.80
内用薬 2399010F1249 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 9.80
内用薬 2399010F1257 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 9.80
内用薬 2399010F1265 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 9.80

内用薬 2399010F1273 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

9.80

内用薬 2399010F1281 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 9.80
内用薬 2399010F1290 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 9.80
内用薬 2399010F2032 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 10.10
内用薬 2399010F2059 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 10.10
内用薬 2399010F2067 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 10.10
内用薬 2399010F2075 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 2399010F2105 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 10.10
内用薬 2399010F2121 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 2399010F2130 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 10.10
内用薬 2399010F2148 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 2399010F2156 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 10.10
内用薬 2399010F2164 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 10.10
内用薬 2399010F2172 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 10.10
内用薬 2399010F2180 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
10.10

内用薬 2399010F2199 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 10.10
内用薬 2399010F2202 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.10
内用薬 2399010F2210 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 10.10
内用薬 2399010F2229 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 10.10
内用薬 2399010F2237 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 2399010F2245 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 2399010F2253 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 10.10
内用薬 2399010F2261 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 10.10
内用薬 2399010F2270 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.10

内用薬 2399010F2288 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 10.10
内用薬 2399010F2296 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 10.10
内用薬 2399011C1069 ポリカルボフィルカルシウム ８３．３％１ｇ ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％「日医工」 日医工 12.70
内用薬 2454002S1157 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デキサメタゾンエリキシル０．０１％「日新」 日新製薬（山形） 1.70
内用薬 2454004B1067 ベタメタゾン ０．１％１ｇ ベタメタゾン散０．１％「フソー」 扶桑薬品工業 19.60
内用薬 2454004F2081 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 6.40
内用薬 2459100F1120 ベタメタゾン・ｄ－クロル

フェニラミンマレイン酸塩
１錠 エンペラシン配合錠 沢井製薬 5.70

内用薬 2459100F1146 ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 サクコルチン配合錠 日医工 5.70

内用薬 2459100F1154 ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 セレスターナ配合錠 小林化工 5.70

内用薬 2459100F1170 ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 ヒスタブロック配合錠 共和薬品工業 5.70

内用薬 2459100F1189 ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 プラデスミン配合錠 武田テバファーマ 5.70

内用薬 2459100F1197 ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 ベタセレミン配合錠 東和薬品 5.70

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 10.20
内用薬 2478001F2357 クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠 ロンステロン錠２５ｍｇ 日新製薬（山形） 54.20
内用薬 2478001F2403 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錠２５ｍｇ「ＮＳＫ

Ｋ」
日本新薬 54.20

内用薬 2478001F2411 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錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 54.20
内用薬 2478002F1096 メドロキシプロゲステロン酢

酸エステル
２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２．５

ｍｇ「トーワ」
東和薬品 7.80

内用薬 2478002F1100 メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２．５
ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 17.20

内用薬 2478002F2068 メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠５ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 17.70
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内用薬 2478002F3013 メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

２００ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル２００ｍ
ｇ錠

93.80

内用薬 2479003F2159 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 アリルエストレノール錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 24.10
内用薬 2482009F1058 ノルエチステロン・エチニル

エストラジオール
１錠 フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 持田製薬販売 113.40

内用薬 2482009F1066 ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ「あすか」 あすか製薬 108.60

内用薬 2482009F1074 ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ「サワイ」 沢井製薬 108.60

内用薬 2482009F1082 ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ「トーワ」 東和薬品 113.40

内用薬 2482009F2038 ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＵＬＤ「あすか」 あすか製薬 103.10

内用薬 2482009F2046 ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＵＬＤ「サワイ」 沢井製薬 103.10

内用薬 2482009F2054 ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＵＬＤ「トーワ」 東和薬品 103.10

内用薬 2482009F2062 ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＵＬＤ「モチダ」 持田製薬販売 103.10

内用薬 2491001F5137 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 ローザグッド錠２５ 藤本製薬 5.90
内用薬 2491001F5161 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「アメル」 共和薬品工業 5.90
内用薬 2491001F5170 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 日医工 5.90
内用薬 2491001F5196 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 東和薬品 5.90
内用薬 2491001F5200 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「サワイ」 東菱薬品工業 5.90
内用薬 2491001F5226 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日新」 日新製薬（山形） 5.90
内用薬 2491001F5242 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「フジモト」 藤本製薬 5.90
内用薬 2491001F6010 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ５０単位錠 5.90
内用薬 2491001F6168 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 ローザグッド錠５０ 藤本製薬 12.80
内用薬 2491001F6192 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」 日医工 5.90
内用薬 2491001F6214 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「テバ」 武田テバファーマ 5.90
内用薬 2491001F6230 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「サワイ」 東菱薬品工業 5.90
内用薬 2491001F6249 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「日新」 日新製薬（山形） 5.90
内用薬 2491001F6257 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「三笠」 三笠製薬 5.90
内用薬 2491001F6265 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ錠５０単位「フジモト」 藤本製薬 12.80
内用薬 2491001M3079 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カリジノゲナーゼカプセル２５単位「日医工」 日医工 5.90
内用薬 2499010F1015 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト１ｍｇ錠 77.50
内用薬 2499010F1031 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 105.60
内用薬 2499010F1040 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 127.50
内用薬 2499010F1058 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 105.60
内用薬 2499010F1066 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＭＹＬ」 マイランＥＰＤ 105.60
内用薬 2499010F1082 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「キッセイ」 ジェイドルフ製薬 105.60
内用薬 2499010F1090 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 105.60
内用薬 2499010F1104 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 105.60
内用薬 2499010F1112 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 105.60
内用薬 2499010F1120 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 105.60
内用薬 2499010F2038 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 105.60
内用薬 2499010F2046 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 105.60
内用薬 2499010F2054 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「キッセイ」 ジェイドルフ製薬 105.60
内用薬 2499010F2062 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 105.60
内用薬 2499010F2070 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 105.60
内用薬 2499011F1028 デュタステリド ０．５ｍｇ１錠 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 47.60
内用薬 2499011F1036 デュタステリド ０．５ｍｇ１錠 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 47.60
内用薬 2499011F1044 デュタステリド ０．５ｍｇ１錠 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＹＤ」 陽進堂 47.60
内用薬 2499011F1052 デュタステリド ０．５ｍｇ１錠 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「明治」 シー・エイチ・オー

新薬
47.60

内用薬 2499011M1019 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリド０．５ｍｇカプセル 36.30
内用薬 2499011M1035 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ＡＦ

Ｐ」
東亜薬品 47.60

内用薬 2499011M1043 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディクス 47.60

内用薬 2499011M1051 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 47.60

内用薬 2499011M1060 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ＪＧ」 日本ジェネリック 47.60
内用薬 2499011M1078 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ＴＣ」 東洋カプセル 47.60
内用薬 2499011M1094 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「サワ

イ」
沢井製薬 47.60

内用薬 2499011M1108 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 47.60

内用薬 2499011M1116 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「トー
ワ」

東和薬品 47.60

内用薬 2499011M1124 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「日医
工」

日医工 47.60

内用薬 2499011M1132 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ニプ
ロ」

ニプロ 47.60

内用薬 2559003F1040 メリロートエキス ２５ｍｇ１錠 タカベンス錠２５ｍｇ 高田製薬 5.70
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 6.60
内用薬 2590004F1010 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 リトドリン塩酸塩５ｍｇ錠 13.50
内用薬 2590005F1014 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩２ｍｇ錠 5.90
内用薬 2590005F2010 オキシブチニン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩３ｍｇ錠 5.90
内用薬 2590005F3017 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩１ｍｇ錠 5.70
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 16.40
内用薬 2590007F1072 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＫＫ」 三和化学研究所 24.90
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 24.90
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 24.90
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 24.90
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 24.90
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 21.80
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 35.20
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 35.20
内用薬 2590007F2192 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＫＫ」 三和化学研究所 35.20
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 35.20
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 35.20
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 35.20
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 35.20
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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 35.20
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） 35.20
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 35.20
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 35.20
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 35.20
内用薬 2590007F2320 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「武田テバ」 武田テバ薬品 35.20
内用薬 2590008F1018 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩０．１ｍｇ口腔内崩壊錠 11.10
内用薬 2590008F1050 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 16.80

内用薬 2590008F1077 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「日医工」 日医工 16.80
内用薬 2590008F1085 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 16.80
内用薬 2590008F1093 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
16.80

内用薬 2590008F1123 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 16.80
内用薬 2590008F1131 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 16.80
内用薬 2590008F1140 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 16.80
内用薬 2590008F1166 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 16.80
内用薬 2590008F1174 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 16.80
内用薬 2590008F1182 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「あすか」 あすか製薬 16.80
内用薬 2590008F2014 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩０．２ｍｇ口腔内崩壊錠 23.70
内用薬 2590008F2057 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 29.80

内用薬 2590008F2073 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「日医工」 日医工 29.80
内用薬 2590008F2081 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 29.80
内用薬 2590008F2120 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 29.80
内用薬 2590008F2138 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 29.80
内用薬 2590008F2146 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 29.80
内用薬 2590008F2162 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 29.80
内用薬 2590008F2170 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 29.80
内用薬 2590008F2189 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「あすか」 あすか製薬 29.80
内用薬 2590008N1098 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル パルナックカプセル０．１ｍｇ 武田テバファーマ 16.80
内用薬 2590008N1128 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ＭＥ

Ｄ」
メディサ新薬 16.80

内用薬 2590008N1152 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 16.80

内用薬 2590008N1179 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 16.80

内用薬 2590008N1195 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「日医
工」

日医工 16.80

内用薬 2590008N1209 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 16.80

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

大原薬品工業 16.80

内用薬 2590008N1225 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 16.80

内用薬 2590008N2086 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル パルナックカプセル０．２ｍｇ 武田テバファーマ 35.20
内用薬 2590008N2124 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ＭＥ

Ｄ」
メディサ新薬 29.80

内用薬 2590008N2167 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 35.20

内用薬 2590008N2183 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 29.80

内用薬 2590008N2191 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「日医
工」

日医工 29.80

内用薬 2590008N2205 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 29.80

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

大原薬品工業 29.80

内用薬 2590008N2221 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 35.20

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 2590009F1063 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 10.10
内用薬 2590009F1080 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 2590009F1136 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 2590009F2019 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 ナフトピジル５０ｍｇ錠 16.10
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 20.80
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 20.80
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 20.80
内用薬 2590009F3015 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 ナフトピジル７５ｍｇ錠 23.70
内用薬 2590009F3058 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 30.10
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 30.10
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 30.10
内用薬 2590009F3147 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 30.10
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 16.10
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 20.80
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 20.80
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 20.80
内用薬 2590009F4160 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 20.80
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 20.80
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 23.70
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 30.10
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 30.10
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 30.10
内用薬 2590009F5166 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 30.10
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 30.10
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 30.10
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 2590009F6030 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 10.10
内用薬 2590009F6057 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 11.40
内用薬 2590009F6120 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 10.10
内用薬 2590009F6162 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 10.10
内用薬 2590009F6219 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「フソー」 シオノケミカル 10.10
内用薬 2590009F6227 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 2590010F1015 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシン２ｍｇ錠 10.10
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内用薬 2590010F1031 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 10.50
内用薬 2590010F1040 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.50
内用薬 2590010F1058 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 10.50
内用薬 2590010F1074 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.50
内用薬 2590010F1104 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 10.50
内用薬 2590010F1112 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
10.50

内用薬 2590010F2011 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシン４ｍｇ錠 14.60
内用薬 2590010F2038 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 20.30
内用薬 2590010F2046 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 20.30
内用薬 2590010F2054 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 20.30
内用薬 2590010F2070 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 20.30
内用薬 2590010F2100 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 20.30
内用薬 2590010F2119 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
20.30

内用薬 2590010F3018 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシン２ｍｇ口腔内崩壊錠 10.10
内用薬 2590010F3034 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 10.50
内用薬 2590010F3050 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 10.50
内用薬 2590010F3115 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
10.50

内用薬 2590010F3123 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 10.50
内用薬 2590010F3140 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 10.50
内用薬 2590010F3158 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 10.50
内用薬 2590010F3166 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 10.50
内用薬 2590010F3174 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 12.40
内用薬 2590010F4014 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシン４ｍｇ口腔内崩壊錠 14.60
内用薬 2590010F4030 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 20.30
内用薬 2590010F4057 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 20.30
内用薬 2590010F4081 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 20.30
内用薬 2590010F4103 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 20.30
内用薬 2590010F4111 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
20.30

内用薬 2590010F4146 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 20.30
内用薬 2590010F4154 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 20.30
内用薬 2590010F4162 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 20.30
内用薬 2590010F4170 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 23.90
内用薬 2590013F1043 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン錠０．１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 28.40
内用薬 2590013F1051 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン錠０．１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 28.40
内用薬 2590013F1060 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン錠０．１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
28.40

内用薬 2590013F1078 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン錠０．１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 28.40
内用薬 2590013F2040 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 28.40
内用薬 2590013F2058 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 28.40
内用薬 2590013F2066 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 28.40
内用薬 2590013F2074 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
28.40

内用薬 2590013F2082 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 28.40
内用薬 2590013F2090 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 28.40
内用薬 2590013F2104 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 28.40
内用薬 2590016F1039 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「ＪＧ」 日本ジェネリック 47.00
内用薬 2590016F1047 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「あすか」 あすか製薬 36.30
内用薬 2590016F1055 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
36.30

内用薬 2590016F1063 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「サワイ」 沢井製薬 36.30
内用薬 2590016F1071 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「サンド」 サンド 36.30
内用薬 2590016F1080 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「日医工」 日医工 36.30
内用薬 2590016F1098 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「ニプロ」 ニプロ 36.30
内用薬 2590016F1101 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「フソー」 シオノケミカル 36.30
内用薬 2590016F2035 タダラフィル ５ｍｇ１錠 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「ＪＧ」 日本ジェネリック 89.50
内用薬 2590016F2043 タダラフィル ５ｍｇ１錠 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「あすか」 あすか製薬 73.80
内用薬 2590016F2051 タダラフィル ５ｍｇ１錠 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
73.80

内用薬 2590016F2060 タダラフィル ５ｍｇ１錠 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「サワイ」 沢井製薬 73.80
内用薬 2590016F2078 タダラフィル ５ｍｇ１錠 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「サンド」 サンド 73.80
内用薬 2590016F2086 タダラフィル ５ｍｇ１錠 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「日医工」 日医工 73.80
内用薬 2590016F2094 タダラフィル ５ｍｇ１錠 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「ニプロ」 ニプロ 73.80
内用薬 2590016F2108 タダラフィル ５ｍｇ１錠 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「フソー」 シオノケミカル 73.80
内用薬 2590016F3023 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 タダラフィルＯＤ錠２．５ｍｇＺＡ「トーワ」 東和薬品 47.00
内用薬 2590016F4020 タダラフィル ５ｍｇ１錠 タダラフィルＯＤ錠５ｍｇＺＡ「トーワ」 東和薬品 73.80
内用薬 2590100X1112 オオウメガサソウエキス・ハ

コヤナギエキス配合剤
１錠 エピカルス配合錠 シオノケミカル 5.90

内用薬 2590100X1139 オオウメガサソウエキス・ハ
コヤナギエキス配合剤

１錠 エルサメット配合錠 武田テバファーマ 5.90

内用薬 2590100X2011 オオウメガサソウエキス・ハ
コヤナギエキス配合剤

１錠 オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合
錠

5.90

内用薬 2900002C1019 ガンマオリザノール ２０％１ｇ ガンマオリザノール２０％細粒 6.30
内用薬 2900002F5290 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 ガンマオリザノール錠５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70
内用薬 2900002F5304 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 ガンマオリザノール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.70
内用薬 3112001F1012 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 アルファカルシドール０．２５μｇ錠 5.90
内用薬 3112001F2019 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 アルファカルシドール０．５μｇ錠 5.90
内用薬 3112001F3015 アルファカルシドール １μｇ１錠 アルファカルシドール１μｇ錠 6.90
内用薬 3112001M1011 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドール０．２５μｇカプセル 5.90
内用薬 3112001M2018 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドール０．５μｇカプセル 5.90
内用薬 3112001M3014 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドール１μｇカプセル 6.90
内用薬 3112001M3375 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１．０μｇ「あす

か」
あすか製薬 34.40

内用薬 3112001M4010 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドール３μｇカプセル 17.60
内用薬 3112004F1024 カルシトリオール ０．２５μｇ１錠 カルデミン錠０．２５μｇ 龍角散 6.70
内用薬 3112004M1015 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル カルシトリオール０．２５μｇカプセル 6.70
内用薬 3112004M2011 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルシトリオール０．５μｇカプセル 9.70
内用薬 3112006M1030 エルデカルシトール ０．５μｇ１カプセル エルデカルシトールカプセル０．５μｇ「サワ

イ」
沢井製薬 20.90
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内用薬 3112006M1049 エルデカルシトール ０．５μｇ１カプセル エルデカルシトールカプセル０．５μｇ「日医
工」

日医工 20.90

内用薬 3112006M2037 エルデカルシトール ０．７５μｇ１カプセル エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サワ
イ」

沢井製薬 29.60

内用薬 3112006M2045 エルデカルシトール ０．７５μｇ１カプセル エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「日医
工」

日医工 29.60

内用薬 3122007D1023 フルスルチアミン １０％１ｇ フルスルチアミン塩酸塩顆粒１０％「廣貫堂」 廣貫堂 6.50
内用薬 3122007F2063 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.50
内用薬 3122008F1053 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.70
内用薬 3131001F1204 フラビンアデニンジヌクレオ

チド
５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70

内用薬 3131001F1220 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ腸溶錠５ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 5.70

内用薬 3131001F2197 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70

内用薬 3131001F2219 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ腸溶錠１０ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 5.70

内用薬 3131001F3258 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１５ｍｇ１錠 ＦＡＤ腸溶錠１５ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 5.70

内用薬 3131001Q1116 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

０．３％１ｍＬ ＦＡＤシロップ０．３％「ツルハラ」 鶴原製薬 2.70

内用薬 3131002C1083 リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル細粒１０％「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 6.30

内用薬 3131002F1314 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 5.50

内用薬 3131002F1322 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 5.50
内用薬 3131002F1330 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
5.50

内用薬 3133001B1215 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン散２０％「テバ」 武田テバ薬品 6.30
内用薬 3133001C1164 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒２０％「ＫＮ」 小林化工 6.30
内用薬 3133001C1199 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒２０％「ツルハラ」 鶴原製薬 6.30
内用薬 3133001C3043 パンテチン ５０％１ｇ パンテチン細粒５０％「ＫＮ」 小林化工 10.70
内用薬 3133001F1136 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パンテチン錠３０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70
内用薬 3133001F2264 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パンテチン錠６０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70
内用薬 3133001F3074 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠シオエ１００ シオエ製薬 5.70
内用薬 3133001F3163 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 5.70
内用薬 3133001F3171 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠１００ｍｇ「シオエ」 シオエ製薬 5.70
内用薬 3134002F1057 ピリドキシン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ビタミンＢ６錠３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 5.70
内用薬 3134003F1205 ピリドキサールリン酸エステ

ル水和物
１０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 5.70

内用薬 3134003F1400 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

１０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70

内用薬 3134003F2163 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

２０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠２０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70

内用薬 3134003F3143 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

３０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠３０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 5.70

内用薬 3134003F3356 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

３０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠３０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70

内用薬 3136004C1038 メコバラミン ０．１％５００ｍｇ１包 メチコバール細粒０．１％ エーザイ 19.80
内用薬 3136004F1050 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 局 メチコバール錠２５０μｇ エーザイ 10.10
内用薬 3136004F1085 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 陽進堂 5.70
内用薬 3136004F1093 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠２５０μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 5.70
内用薬 3136004F1107 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠２５０μｇ「日医工」 東菱薬品工業 5.70
内用薬 3136004F2014 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン０．５ｍｇ錠 5.70
内用薬 3136004F2103 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠５００（ツルハラ） 鶴原製薬 5.70
内用薬 3136004F2138 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メチコバール錠５００μｇ エーザイ 13.50
内用薬 3136004F2235 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠５００μｇ「ＹＤ」 陽進堂 5.70
内用薬 3136004F2243 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠５００μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 5.70
内用薬 3136004F2251 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ 5.70
内用薬 3136004F2278 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠５００μｇ「ＳＷ」 沢井製薬 5.70
内用薬 3136004F2286 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠５００μｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
5.70

内用薬 3136004F2294 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠５００μｇ「フソー」 ダイト 5.70
内用薬 3136004F2308 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠５００μｇ「日医工」 東菱薬品工業 5.70
内用薬 3136004F2316 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠５００μｇ「ＫＯ」 寿製薬 5.70
内用薬 3136004M1173 メコバラミン ０．２５ｍｇ１カプセル メコバラミンカプセル２５０μｇ「日新」 日新製薬（山形） 5.70
内用薬 3150002D1068 トコフェロール酢酸エステル ２０％１ｇ トコフェロール酢酸エステル顆粒２０％「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 6.30

内用薬 3150002F1280 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 5.70

内用薬 3150002F2065 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１錠 トコフェロール酢酸エステル錠１００ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 5.70

内用薬 3150002M1106 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル トコフェロール酢酸エステルカプセル１００ｍｇ
「ＴＣ」

東洋カプセル 5.70

内用薬 3150002M1114 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル トコフェロール酢酸エステルカプセル１００ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 5.70

内用薬 3160001F1338 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ビタミンＫ１錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70
内用薬 3160002M2010 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノン１５ｍｇカプセル 10.30
内用薬 3160002M2087 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 13.50
内用薬 3160002M2095 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 13.50
内用薬 3160002M2109 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「科研」 大興製薬 13.50
内用薬 3160002M2117 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日本臓器」 東海カプセル 13.50
内用薬 3160002M2125 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 13.50
内用薬 3160002M2133 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日医工」 日医工 13.50
内用薬 3160002M2176 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 14.50
内用薬 3179101M1124 チアミンジスルフィド・Ｂ

６・Ｂ１２配合剤
１カプセル ジアイナミックスカプセル 鶴原製薬 5.50

内用薬 3179101M1132 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ジアイナ配合カプセル 鶴原製薬 5.50

内用薬 3179107F1041 フルスルチアミン・Ｂ２・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタダン配合錠 メディサ新薬 7.50

内用薬 3179109M1066 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ
１２配合剤

１カプセル ダイメジンスリービー配合カプセル２５ 日医工 5.50

内用薬 3179109M1082 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ
１２配合剤

１カプセル シグマビタン配合カプセルＢ２５ 東和薬品 5.50
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内用薬 3179115D1100 アスコルビン酸・パントテン
酸カルシウム

１ｇ シーピー配合顆粒 東和薬品 6.30

内用薬 3179115D1118 アスコルビン酸・パントテン
酸カルシウム

１ｇ デラキシー配合顆粒 丸石製薬 6.30

内用薬 3190001R1031 ビオチン ０．１％１ｇ ビオチン・ドライシロップ０．１％「ホエイ」 東洋製薬化成 6.40
内用薬 3211002F1040 乳酸カルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 5.70
内用薬 3214001F1047 Ｌ－アスパラギン酸カルシウ

ム水和物
１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.70

内用薬 3214001F1063 Ｌ－アスパラギン酸カルシウ
ム水和物

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.70

内用薬 3222012Q1030 溶性ピロリン酸第二鉄 １ｍＬ インクレミンシロップ５％ アルフレッサファー
マ

6.20

内用薬 3222013D1016 クエン酸第一鉄ナトリウム １ｇ クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 6.50
内用薬 3222013F1017 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄ナトリウム鉄５０ｍｇ錠 5.70
内用薬 3229002G1015 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 塩化カリウム６００ｍｇ徐放錠 6.60
内用薬 3229003S1039 酢酸カリウム １０ｍＬ 酢酸カリウム液「司生堂」 司生堂製薬 8.30
内用薬 3229005F1102 Ｌ－アスパラギン酸カリウム ３００ｍｇ１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.90
内用薬 3253003D1019 イソロイシン・ロイシン・バ

リン
４．７４ｇ１包 イソロイシン・ロイシン・バリン４．７４ｇ顆粒 66.60

内用薬 3253003D3011 イソロイシン・ロイシン・バ
リン

４．５ｇ１包 イソロイシン・ロイシン・バリン４．５ｇ顆粒 88.20

内用薬 3321002B1015 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

１０％１ｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム１０％散 8.80

内用薬 3321002C1010 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

１０％１ｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム１０％細粒 8.80

内用薬 3321002F1114 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

１０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１０ｍｇ
「日医工」

日医工 5.10

内用薬 3321002F2404 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ
「日医工」

日医工 5.90

内用薬 3321002F2412 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 5.90

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

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 5.90

内用薬 3321002F2439 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 5.90

内用薬 3321002F2447 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 5.90

内用薬 3321002F2455 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 5.90

内用薬 3323001C1053 トロンビン １０，０００単位１ｇ１
包

経口用トロンビン細粒１万単位「サワイ」 沢井製薬 429.00

内用薬 3323001C3056 トロンビン ５，０００単位０．５ｇ
１包

経口用トロンビン細粒０．５万単位「サワイ」 沢井製薬 364.50

内用薬 3327002C1120 トラネキサム酸 ５０％１ｇ トラネキサム酸細粒５０％「ツルハラ」 鶴原製薬 6.90
内用薬 3327002F1169 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 3327002F1185 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「三恵」 三恵薬品 10.10
内用薬 3327002F1193 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 3327002F2050 トラネキサム酸 ５００ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 9.50
内用薬 3327002M1281 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 3327002M1311 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「ＮＳＫＫ」 日本新薬 10.10
内用薬 3327002M1320 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ 10.10
内用薬 3327002Q1070 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トラネキサム酸シロップ５％「テバ」 武田テバファーマ 3.50
内用薬 3332001C1028 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワルファリンＫ細粒０．２％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 7.30
内用薬 3332001C1036 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワルファリンＫ細粒０．２％「ＹＤ」 陽進堂 7.30
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 16.60
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 3399002F1010 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール５０ｍｇ錠 10.50
内用薬 3399002F1290 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 25.70
内用薬 3399002F1303 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 25.70
内用薬 3399002F2016 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール１００ｍｇ錠 19.80
内用薬 3399002F2245 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 42.60
内用薬 3399002F2300 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 42.60
内用薬 3399002F2318 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 42.60
内用薬 3399002F3012 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール５０ｍｇ口腔内崩壊錠 10.50
内用薬 3399002F3047 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 25.70
内用薬 3399002F3063 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 25.70
内用薬 3399002F4019 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾール１００ｍｇ口腔内崩壊錠 19.80
内用薬 3399002F4043 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 42.60
内用薬 3399002F4060 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 42.60
内用薬 3399002F4078 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 42.60
内用薬 3399002Q1029 シロスタゾール ５０ｍｇ１包 シロスレット内服ゼリー５０ｍｇ 日医工 49.90
内用薬 3399002Q1037 シロスタゾール ５０ｍｇ１包 シロスタゾール内服ゼリー５０ｍｇ「ＥＥ」 日医工 49.90
内用薬 3399002Q2025 シロスタゾール １００ｍｇ１包 シロスレット内服ゼリー１００ｍｇ 日医工 59.40
内用薬 3399002Q2033 シロスタゾール １００ｍｇ１包 シロスタゾール内服ゼリー１００ｍｇ「ＥＥ」 日医工 59.40
内用薬 3399003F1014 リマプロスト　アルファデク ５μｇ１錠 リマプロスト　アルファデクス５μｇ錠 15.60
内用薬 3399003F1138 リマプロスト　アルファデク ５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「テバ」 武田テバファーマ 27.80
内用薬 3399004M1018 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチル３００ｍｇカプセル 14.20
内用薬 3399004M1417 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル 局 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＴＢ

Ｐ」
東菱薬品工業 21.60

内用薬 3399004M1433 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル 局 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「日本
臓器」

日本臓器製薬 21.60

内用薬 3399004M2014 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル３００ｍｇ粒状カプセル 10.10
内用薬 3399004M2030 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ

「ＴＣ」
東洋カプセル 13.90

内用薬 3399004M2049 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 14.60

内用薬 3399004M2057 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 13.90

内用薬 3399004M2065 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ
「日医工」

日医工 13.90

内用薬 3399004M2073 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 エパロース粒状カプセル３００ｍｇ 共和薬品工業 13.90
内用薬 3399004M2111 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ

「杏林」
キョーリンリメディ
オ

14.60

内用薬 3399004M2120 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ
「日本臓器」

日本臓器製薬 14.60

内用薬 3399004M3010 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル６００ｍｇ粒状カプセル 26.10



区分
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内用薬 3399004M3126 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル顆粒状カプセル６００ｍｇ
「ＭＪＴ」

森下仁丹 26.10

内用薬 3399004M4017 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル９００ｍｇ粒状カプセル 36.50
内用薬 3399004M4122 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル顆粒状カプセル９００ｍｇ

「ＭＪＴ」
森下仁丹 36.50

内用薬 3399005F1013 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム２０μｇ錠 15.90
内用薬 3399005F2010 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム４０μｇ錠 42.70
内用薬 3399006F1042 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 22.30
内用薬 3399006F1050 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 22.30
内用薬 3399006F1069 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 27.00
内用薬 3399006F1085 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 22.30
内用薬 3399006F1093 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 22.30
内用薬 3399006F1107 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 27.00
内用薬 3399006F1115 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 27.00
内用薬 3399006F1123 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 22.30
内用薬 3399006F1140 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 22.30
内用薬 3399006F1158 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 22.30
内用薬 3399006F1166 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 27.00
内用薬 3399006F1174 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 27.00
内用薬 3399006F1182 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 22.30
内用薬 3399006F1190 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「サンド」 サンド 27.00
内用薬 3399006F1204 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 22.30
内用薬 3399006F1220 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 22.30
内用薬 3399006F1239 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 27.00
内用薬 3399006F1263 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 22.30
内用薬 3399006F1271 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 27.00

内用薬 3399006F1280 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

29.50

内用薬 3399006F1298 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 29.50
内用薬 3399006F2049 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 38.00
内用薬 3399006F2057 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 46.70
内用薬 3399006F2065 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 50.00
内用薬 3399006F2081 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 38.00

内用薬 3399006F2090 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 38.00
内用薬 3399006F2103 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 46.70
内用薬 3399006F2111 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 46.70
内用薬 3399006F2120 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 43.90
内用薬 3399006F2146 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 38.00
内用薬 3399006F2154 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 38.00
内用薬 3399006F2162 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハ

ラ」
大原薬品工業 46.70

内用薬 3399006F2170 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 46.70

内用薬 3399006F2189 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 38.00
内用薬 3399006F2197 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サンド」 サンド 38.00
内用薬 3399006F2200 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「三和」 シオノケミカル 38.00
内用薬 3399006F2227 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 38.00
内用薬 3399006F2235 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 38.00
内用薬 3399006F2260 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 46.70
内用薬 3399006F2278 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイ

ザー」
ファイザー 38.00

内用薬 3399006F2286 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

46.70

内用薬 3399006F2294 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 46.70
内用薬 3399007H1021 アスピリン １００ｍｇ１錠 バイアスピリン錠１００ｍｇ バイエル薬品 5.70
内用薬 3399007H1080 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.70
内用薬 3399007H1102 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 5.70
内用薬 3399007H1110 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 5.70
内用薬 3399007H1129 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 5.70
内用薬 3399007H1137 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 5.70
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 12.00
内用薬 3399008F1033 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 22.10
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 22.10
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 22.10
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」 日医工サノフィ 22.10
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 22.10
内用薬 3399008F1157 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 22.10
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 22.10
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 22.10
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 22.10
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 22.10
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 22.10
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 22.10
内用薬 3399008F1289 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ニットー」 日東メディック 22.10
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 22.10
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 22.10
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 30.30
内用薬 3399008F2030 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 52.30
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 52.30
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 52.30
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」 日医工サノフィ 52.30
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 52.30
内用薬 3399008F2153 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 52.30
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 52.30
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 52.30
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 52.30
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 52.30
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 52.30
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 52.30
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 52.30
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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 52.30
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 27.50
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 27.50
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 27.50
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 27.50
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 27.50
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 27.50
内用薬 3399100F1086 アスピリン・ダイアルミネー ８１ｍｇ１錠 アスファネート配合錠Ａ８１ 中北薬品 5.70
内用薬 3399100F1094 アスピリン・ダイアルミネー ８１ｍｇ１錠 ニトギス配合錠Ａ８１ シオノケミカル 5.70
内用薬 3399100F1108 アスピリン・ダイアルミネー ８１ｍｇ１錠 バッサミン配合錠Ａ８１ 武田テバファーマ 5.70
内用薬 3399100F1116 アスピリン・ダイアルミネー ８１ｍｇ１錠 バファリン配合錠Ａ８１ ライオン 5.70
内用薬 3399100F1124 アスピリン・ダイアルミネー ８１ｍｇ１錠 ファモター配合錠Ａ８１ 鶴原製薬 5.70
内用薬 3399101F1030 クロピドグレル硫酸塩・アス

ピリン
１錠 ロレアス配合錠「ＮＳ」 日新製薬（山形） 117.00

内用薬 3399101F1048 クロピドグレル硫酸塩・アス
ピリン

１錠 ロレアス配合錠「ＳＡＮＩＫ」 日医工サノフィ 117.00

内用薬 3399101F1056 クロピドグレル硫酸塩・アス
ピリン

１錠 ロレアス配合錠「杏林」 キョーリンリメディ
オ

117.00

内用薬 3919300F1190 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 レナルチン腸溶錠１００ｍｇ コーアイセイ 5.70
内用薬 3921001F1031 エデト酸カルシウム二ナトリ

ウム水和物
５００ｍｇ１錠 ブライアン錠５００ｍｇ 日新製薬（山形） 90.20

内用薬 3922001F2345 グルタチオン １００ｍｇ１錠 グルタチオン錠１００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 7.40
内用薬 3929003C1016 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒 50.80
内用薬 3929003M1011 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセル 球形吸着炭２００ｍｇカプセル 11.10
内用薬 3929003M2018 球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセル 球形吸着炭２８６ｍｇカプセル 16.40
内用薬 3929004F2048 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 666.20
内用薬 3929004F2056 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 666.20
内用薬 3929004F2064 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 666.20
内用薬 3929004F2072 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア 713.70
内用薬 3929004F2080 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「ＮＫ」 高田製薬 666.20
内用薬 3929004F2099 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 666.20
内用薬 3929004F2102 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 666.20
内用薬 3929004F2110 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 666.20
内用薬 3929004F2129 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 666.20
内用薬 3929008D1030 デフェラシロクス ９０ｍｇ１包 デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」 サンド 519.40
内用薬 3929008D2037 デフェラシロクス ３６０ｍｇ１包 デフェラシロクス顆粒分包３６０ｍｇ「サンド」 サンド 1,999.40
内用薬 3943001F1012 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール１００ｍｇ錠 7.80
内用薬 3943001F1667 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 10.10
内用薬 3943001F1691 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 10.10
内用薬 3943001F2019 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール５０ｍｇ錠 6.10
内用薬 3949002C1049 ベンズブロマロン １０％１ｇ ベンズブロマロン細粒１０％「ＫＯ」 寿製薬 34.70
内用薬 3949002F1010 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン２５ｍｇ錠 5.90
内用薬 3949002F1177 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「ＮＭ」 ナガセ医薬品 7.40
内用薬 3949002F2017 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン５０ｍｇ錠 5.90
内用薬 3949002F2238 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「ＮＭ」 ナガセ医薬品 11.80
内用薬 3949101A1017 クエン酸カリウム・クエン酸

ナトリウム水和物
１ｇ クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム散 7.10

内用薬 3949101F1014 クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１錠 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム錠 5.90

内用薬 3961003F1010 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド１．２５ｍｇ錠 5.70
内用薬 3961003F2016 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド２．５ｍｇ錠 5.70
内用薬 3961007F1018 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド４０ｍｇ錠 5.90
内用薬 3961007F2014 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド２０ｍｇ錠 5.70
内用薬 3961007F2090 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 5.90
内用薬 3961008F1039 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 10.10
内用薬 3961008F1047 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 10.10
内用薬 3961008F1063 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 10.10
内用薬 3961008F1071 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 3961008F1080 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 10.10
内用薬 3961008F1101 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 10.10
内用薬 3961008F1110 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 3961008F1128 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 3961008F1136 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 10.10
内用薬 3961008F1144 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 10.10
内用薬 3961008F1160 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 10.10
内用薬 3961008F1179 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「科研」 ダイト 10.10
内用薬 3961008F1187 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
10.10

内用薬 3961008F1195 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 10.10
内用薬 3961008F1217 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.10
内用薬 3961008F1225 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 10.10
内用薬 3961008F1241 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 10.10
内用薬 3961008F1250 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 3961008F1268 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 3961008F1276 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 10.10
内用薬 3961008F1322 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「サンド」 サンド 10.10
内用薬 3961008F1330 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 10.10
内用薬 3961008F1349 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 10.10
内用薬 3961008F1357 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 10.10
内用薬 3961008F1365 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 10.10
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 3961008F2035 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 11.10
内用薬 3961008F2043 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 11.10
内用薬 3961008F2060 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 11.10
内用薬 3961008F2078 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 11.10
内用薬 3961008F2086 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 11.10
内用薬 3961008F2108 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 11.10
内用薬 3961008F2116 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 11.10
内用薬 3961008F2124 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 11.10
内用薬 3961008F2132 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 11.10
内用薬 3961008F2140 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 11.10
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内用薬 3961008F2167 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 11.10
内用薬 3961008F2175 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「科研」 ダイト 11.10
内用薬 3961008F2183 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
12.90

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 17.30
内用薬 3961008F2213 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 11.10
内用薬 3961008F2221 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「三和」 三和化学研究所 11.10
内用薬 3961008F2248 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 11.10
内用薬 3961008F2256 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11.10
内用薬 3961008F2264 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「日医工」 日医工 11.10
内用薬 3961008F2272 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 12.90
内用薬 3961008F2329 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「サンド」 サンド 11.10
内用薬 3961008F2337 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 11.10
内用薬 3961008F2345 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 12.90
内用薬 3961008F2361 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 11.10
内用薬 3961008F3031 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 9.80
内用薬 3961008F3040 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 9.80
内用薬 3961008F3058 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 9.80
内用薬 3961008F3066 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サンド」 サンド 9.80
内用薬 3961008F3074 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 9.80
内用薬 3961008F3082 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 9.80
内用薬 3961008F3090 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 9.80
内用薬 3961008F3104 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 9.80
内用薬 3961008F3112 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 9.80
内用薬 3961008F3120 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 9.80
内用薬 3961008F3147 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
9.80

内用薬 3961008F3180 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 9.80
内用薬 3961008F3198 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 9.80
内用薬 3961008F3201 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 9.80
内用薬 3961008F3210 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 9.80
内用薬 3961008F3228 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「科研」 ダイト 9.80
内用薬 3961008F3236 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 9.80
内用薬 3961008F3244 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 9.80
内用薬 3961008F3260 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 9.80
内用薬 3961008F3279 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 9.80
内用薬 3961008F3287 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 9.80
内用薬 3961008F3295 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 9.80
内用薬 3961008F3317 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 9.80
内用薬 3961008F3325 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 9.80
内用薬 3961008F4020 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 10.10
内用薬 3961008F4038 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 10.10
内用薬 3961008F4046 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 10.10
内用薬 3961008F4054 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 10.10
内用薬 3961008F4089 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 10.10
内用薬 3961008F4097 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 3961008F4100 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 3961008F5026 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 11.10
内用薬 3961008F5034 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 11.10
内用薬 3961008F5042 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 11.10
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 17.30
内用薬 3961008F5085 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 11.10
内用薬 3961008F5093 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 日医工 11.10
内用薬 3961008F5107 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11.10
内用薬 3961008F6030 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド 9.80
内用薬 3961008F6049 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 9.80
内用薬 3961008F6057 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 9.80
内用薬 3961008F6065 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 9.80
内用薬 3961008F6073 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 9.80
内用薬 3961008F6081 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 9.80
内用薬 3961008F6090 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 9.80
内用薬 3962001F1093 ブホルミン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ジベトス錠５０ｍｇ 日医工 9.80
内用薬 3962001F1123 ブホルミン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ブホルミン塩酸塩腸溶錠５０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 9.80
内用薬 3962002F1080 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 9.80
内用薬 3962002F1110 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 9.80
内用薬 3962002F3031 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エスファ 10.10

内用薬 3962002F3040 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 3962002F3058 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 3962002F3066 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＴＥ」 トーアエイヨー 10.10
内用薬 3962002F3074 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「三和」 三和化学研究所 10.10
内用薬 3962002F3082 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ニプロ」 ニプロ 10.10
内用薬 3962002F3090 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ファイ

ザー」
ファイザー 10.10

内用薬 3962002F3104 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 3962002F3112 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 3962002F3120 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＤＳＰ

Ｂ」
ＤＳファーマプロモ 10.10

内用薬 3962002F3139 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

10.10

内用薬 3969003F1018 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース５０ｍｇ錠 9.50
内用薬 3969003F2014 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース１００ｍｇ錠 16.60
内用薬 3969003F3010 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース５０ｍｇ口腔内崩壊錠 9.50
内用薬 3969003F4017 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース１００ｍｇ口腔内崩壊錠 16.60
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 3969004F2019 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース０．３ｍｇ錠 12.60
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 3969004F4011 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース０．３ｍｇ口腔内崩壊錠 12.60
内用薬 3969006F1054 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠３０ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 10.10
内用薬 3969006F1062 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 10.10
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 21.20
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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 19.50
内用薬 3969007F1016 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン塩酸塩１５ｍｇ錠 15.10
内用薬 3969007F1032 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 17.50
内用薬 3969007F1040 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 17.50
内用薬 3969007F1075 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 17.50
内用薬 3969007F1083 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 19.90
内用薬 3969007F1091 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 17.50
内用薬 3969007F1105 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 17.50
内用薬 3969007F1113 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 17.50
内用薬 3969007F1130 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 17.50
内用薬 3969007F1148 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サンド」 サンド 17.50
内用薬 3969007F1164 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 17.50
内用薬 3969007F1172 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 17.50
内用薬 3969007F1180 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 17.50
内用薬 3969007F1199 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 17.50
内用薬 3969007F1202 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 17.50
内用薬 3969007F1210 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 17.50
内用薬 3969007F1229 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 17.50
内用薬 3969007F1270 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
17.50

内用薬 3969007F1288 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 17.50
内用薬 3969007F1296 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 17.50
内用薬 3969007F2012 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン塩酸塩３０ｍｇ錠 29.00
内用薬 3969007F2039 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 33.40
内用薬 3969007F2047 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 33.40
内用薬 3969007F2055 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 33.40
内用薬 3969007F2071 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 33.40
内用薬 3969007F2080 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 33.40
内用薬 3969007F2101 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 33.40
内用薬 3969007F2110 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 33.40
内用薬 3969007F2136 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 33.40
内用薬 3969007F2144 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「サンド」 サンド 33.40
内用薬 3969007F2152 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 33.40
内用薬 3969007F2160 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 33.40
内用薬 3969007F2179 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 33.40
内用薬 3969007F2187 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 33.40
内用薬 3969007F2195 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 33.40
内用薬 3969007F2209 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 33.40
内用薬 3969007F2217 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 38.50
内用薬 3969007F2225 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 33.40
内用薬 3969007F2250 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原製薬 33.40
内用薬 3969007F2276 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
33.40

内用薬 3969007F2284 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 33.40
内用薬 3969007F2292 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 33.40
内用薬 3969007F2322 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 33.40
内用薬 3969007F3019 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン塩酸塩１５ｍｇ口腔内崩壊錠 15.10
内用薬 3969007F3035 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 17.50
内用薬 3969007F3043 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 17.50
内用薬 3969007F3060 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 17.50
内用薬 3969007F3078 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 17.50
内用薬 3969007F3086 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 17.50
内用薬 3969007F3094 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 17.50
内用薬 3969007F3132 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
17.50

内用薬 3969007F3140 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 17.50
内用薬 3969007F3167 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 17.50
内用薬 3969007F4015 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン塩酸塩３０ｍｇ口腔内崩壊錠 29.00
内用薬 3969007F4031 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 33.40
内用薬 3969007F4040 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 33.40
内用薬 3969007F4058 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 33.40
内用薬 3969007F4066 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 33.40
内用薬 3969007F4074 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 33.40
内用薬 3969007F4082 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 33.40
内用薬 3969007F4090 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 33.40
内用薬 3969007F4104 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 33.40
内用薬 3969007F4147 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 33.40
内用薬 3969007F4163 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 33.40
内用薬 3969008F3030 ミチグリニドカルシウム水和 ５ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 7.60
内用薬 3969008F3048 ミチグリニドカルシウム水和 ５ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 7.60
内用薬 3969008F3056 ミチグリニドカルシウム水和 ５ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 7.60
内用薬 3969008F3064 ミチグリニドカルシウム水和 ５ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「三和」 大興製薬 7.60
内用薬 3969008F3072 ミチグリニドカルシウム水和 ５ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「フソー」 リョートーファイン 7.60
内用薬 3969008F3080 ミチグリニドカルシウム水和 ５ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 7.60
内用薬 3969008F4036 ミチグリニドカルシウム水和 １０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノケミカル 13.00
内用薬 3969008F4044 ミチグリニドカルシウム水和 １０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 13.00
内用薬 3969008F4052 ミチグリニドカルシウム水和 １０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 13.00
内用薬 3969008F4060 ミチグリニドカルシウム水和 １０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「三和」 大興製薬 13.00
内用薬 3969008F4079 ミチグリニドカルシウム水和 １０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 リョートーファイン 13.00
内用薬 3969008F4087 ミチグリニドカルシウム水和 １０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 13.00
内用薬 3969009F1031 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 ミグリトール錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.90
内用薬 3969009F1040 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 ミグリトール錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 6.90
内用薬 3969009F2038 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 12.40
内用薬 3969009F2046 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 ミグリトール錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 12.40
内用薬 3969009F3034 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 ミグリトール錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 15.80
内用薬 3969009F3042 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 ミグリトール錠７５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 15.80
内用薬 3969009F4030 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 12.40
内用薬 3969009F4049 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 12.40
内用薬 3969009F5037 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 15.80
内用薬 3969009F5045 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 15.80
内用薬 3969009F6033 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 6.90
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内用薬 3969009F6041 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.90
内用薬 3969013F1038 レパグリニド ０．２５ｍｇ１錠 レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 11.30
内用薬 3969013F2034 レパグリニド ０．５ｍｇ１錠 レパグリニド錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 20.10
内用薬 3992001F1343 アデノシン三リン酸二ナトリ

ウム水和物
２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 5.50

内用薬 3999001Q2015 ラクツロース ６５％１ｍＬ ラクツロース６５％シロップ 4.90
内用薬 3999001Q3011 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ ラクツロース４０．４９６％ゼリー 2.70
内用薬 3999001Q6010 ラクツロース ５４．１６７％１２ｇ１

包
ラクツロース５４．１６７％１２ｇゼリー 43.60

内用薬 3999002F1039 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 51.30
内用薬 3999002F1055 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠２５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 51.30
内用薬 3999002F2035 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 77.40
内用薬 3999002F2051 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠５０ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 77.40
内用薬 3999003F1017 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩１００ｍｇ錠 8.10
内用薬 3999004C1040 シクロスポリン １７％１ｇ シクロスポリン細粒１７％「ファイザー」 マイラン製薬 649.70
内用薬 3999004M3013 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリン１０ｍｇカプセル 31.30
内用薬 3999004M3080 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 48.40
内用薬 3999004M3110 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 48.40
内用薬 3999004M3129 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ＴＣ」 東洋カプセル 48.40
内用薬 3999004M4010 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリン２５ｍｇカプセル 63.50
内用薬 3999004M4087 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 83.70
内用薬 3999004M4109 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「日医工」 日医工 83.70
内用薬 3999004M4117 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 83.70
内用薬 3999004M5016 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリン５０ｍｇカプセル 106.10
内用薬 3999004M5083 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 156.20
内用薬 3999004M5113 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 156.20
内用薬 3999004M5121 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ＴＣ」 東洋カプセル 156.20
内用薬 3999006A1030 Ｌ－システイン ３２％１ｇ ハイチオール散３２％ 久光製薬 11.20
内用薬 3999006F1037 Ｌ－システイン ４０ｍｇ１錠 ハイチオール錠４０ 久光製薬 5.70
内用薬 3999006F2033 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 ハイチオール錠８０ 久光製薬 5.70
内用薬 3999008F1010 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン２００ｍｇ錠 9.70
内用薬 3999009F1049 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 28.40
内用薬 3999009F1057 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 28.40
内用薬 3999009F1065 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 28.40
内用薬 3999009F1073 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「ＹＤ」 コーアバイオテック

ベイ
28.40

内用薬 3999009F2045 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 82.50
内用薬 3999009F2053 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「日医工」 日医工 82.50
内用薬 3999009F2061 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 82.50
内用薬 3999009F2070 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「ＹＤ」 コーアバイオテック

ベイ
82.50

内用薬 3999013F1010 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット５０ｍｇ錠 20.60
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 29.80
内用薬 3999013F1070 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 29.80
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 29.80
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 29.80
内用薬 3999013F1118 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０「タツミ」 辰巳化学 33.40
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 29.80
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 29.80
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 29.80
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 29.80
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 29.80
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 29.80
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 33.40
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 29.80
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
29.80

内用薬 3999013F1398 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 29.80
内用薬 3999014F1023 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 135.70
内用薬 3999014F1031 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 175.80
内用薬 3999014F1058 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 135.70
内用薬 3999014F2020 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 240.20
内用薬 3999014F2038 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「日医工」 日医工 317.50
内用薬 3999014F2054 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 240.20
内用薬 3999014F3026 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠１．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 389.60
内用薬 3999014F3042 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠１．５ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 389.60
内用薬 3999014F4022 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 タクロリムス錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 653.50
内用薬 3999014F4049 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 タクロリムス錠３ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 653.50
内用薬 3999014F5029 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 893.40
内用薬 3999014F5037 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「日医工」 日医工 1,603.40
内用薬 3999014F5053 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 893.40
内用薬 3999014F6025 タクロリムス水和物 ２ｍｇ１錠 タクロリムス錠２ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 473.10
内用薬 3999014F6033 タクロリムス水和物 ２ｍｇ１錠 タクロリムス錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 473.10
内用薬 3999014M1030 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 240.20
内用薬 3999014M1049 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 317.50
内用薬 3999014M1057 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル１ｍｇ「サンド」 ニプロファーマ 240.20
内用薬 3999014M1065 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 240.20
内用薬 3999014M2037 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 135.70
内用薬 3999014M2045 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 175.80
内用薬 3999014M2053 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「サンド」 ニプロファーマ 135.70
内用薬 3999014M2061 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 135.70
内用薬 3999014M3033 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 893.40
内用薬 3999014M3041 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 1,771.20
内用薬 3999014M3050 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル５ｍｇ「サンド」 ニプロファーマ 1,603.40
内用薬 3999014M3068 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 局 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 1,603.40
内用薬 3999016F1014 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート２ｍｇ錠 76.20
内用薬 3999016F1030 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 122.70
内用薬 3999016F1073 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠２ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 122.70
内用薬 3999016M1013 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル メトトレキサート２ｍｇカプセル 76.20
内用薬 3999016M1064 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局 メトトレキサートカプセル２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 122.70
内用薬 3999016M1080 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局 メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サンド」 サンド 122.70
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内用薬 3999017M1034 ミコフェノール酸　モフェチ
ル

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

武田テバファーマ 76.60

内用薬 3999017M1042 ミコフェノール酸　モフェチ
ル

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

マイラン製薬 76.60

内用薬 3999018F1048 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 39.40

内用薬 3999018F1056 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 39.40

内用薬 3999018F1080 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 39.40

内用薬 3999018F1099 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 23.50

内用薬 3999018F1102 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「日医工」 日医工 23.50

内用薬 3999018F1110 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 23.50

内用薬 3999018F1129 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 23.50

内用薬 3999018F1137 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 27.30

内用薬 3999018F1145 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 23.50

内用薬 3999018F1153 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 27.30

内用薬 3999018F1161 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 23.50

内用薬 3999018F1170 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 23.50

内用薬 3999018F1188 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＲＴＯ」 リョートーファイン 23.50

内用薬 3999018F2010 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム３５ｍｇ錠 127.60

内用薬 3999018F2044 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 233.10

内用薬 3999018F2052 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 233.10

内用薬 3999018F2060 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 233.10

内用薬 3999018F2087 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 144.00

内用薬 3999018F2095 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」 日医工 144.00

内用薬 3999018F2117 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 144.00

内用薬 3999018F2125 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 144.00

内用薬 3999018F2133 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 144.00

内用薬 3999018F2141 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 144.00

内用薬 3999018F2150 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 167.70

内用薬 3999018F2168 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 144.00

内用薬 3999019F1050 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 28.50
内用薬 3999019F1069 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 28.50
内用薬 3999019F1077 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 32.00
内用薬 3999019F1093 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 28.50
内用薬 3999019F1107 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 28.50
内用薬 3999019F1115 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 28.50
内用薬 3999019F1123 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 32.00
内用薬 3999019F1131 リセドロン酸ナトリウム水和

物
２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
44.20

内用薬 3999019F1140 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ユートク」 大興製薬 28.50
内用薬 3999019F1158 リセドロン酸ナトリウム水和

物
２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本薬品工業 32.00

内用薬 3999019F1166 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 28.50
内用薬 3999019F1174 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 28.50
内用薬 3999019F1182 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 28.50
内用薬 3999019F1190 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 28.50
内用薬 3999019F1204 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 28.50
内用薬 3999019F1212 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 32.00
内用薬 3999019F1247 リセドロン酸ナトリウム水和

物
２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
28.50

内用薬 3999019F1255 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 28.50
内用薬 3999019F1263 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ塩錠２．５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 28.50
内用薬 3999019F2014 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム１７．５ｍｇ錠 123.70
内用薬 3999019F2049 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 153.20
内用薬 3999019F2057 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 153.20
内用薬 3999019F2065 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 153.20
内用薬 3999019F2073 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 153.20
内用薬 3999019F2103 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 153.20
内用薬 3999019F2111 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 153.20
内用薬 3999019F2120 リセドロン酸ナトリウム水和

物
１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
153.20

内用薬 3999019F2138 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サンド」 サンド 153.20
内用薬 3999019F2146 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 153.20
内用薬 3999019F2162 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 153.20
内用薬 3999019F2170 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日医工」 日医工 153.20
内用薬 3999019F2189 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 153.20
内用薬 3999019F2200 リセドロン酸ナトリウム水和

物
１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
153.20

内用薬 3999019F2219 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ユートク」 大興製薬 264.60
内用薬 3999019F2227 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ塩錠１７．５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 153.20
内用薬 3999019F2235 リセドロン酸ナトリウム水和

物
１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 153.20

内用薬 3999019F2243 リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 153.20
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内用薬 3999019F3010 リセドロン酸ナトリウム水和 ７５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム７５ｍｇ錠 555.90
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 33.60
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 33.60
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 33.60
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 33.60
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 33.60
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 33.60
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 33.60
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） 33.60
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 33.60
内用薬 3999025F1030 ピルフェニドン ２００ｍｇ１錠 ピルフェニドン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 245.50
内用薬 3999026F1042 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 46.60
内用薬 3999026F1050 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 31.60
内用薬 3999026F1069 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 31.60
内用薬 3999026F1077 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 31.60
内用薬 3999026F1085 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 31.60
内用薬 3999026F1093 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 31.60
内用薬 3999026F1107 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「日医工」 日医工 31.60
内用薬 3999026F1115 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 31.60
内用薬 3999026F1123 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「三笠」 三笠製薬 31.60
内用薬 3999026F2049 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 816.90
内用薬 3999026F2057 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 816.90
内用薬 3999026F2065 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 816.90
内用薬 3999026F2073 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 816.90
内用薬 3999026F2081 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 816.90
内用薬 3999026F2090 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 816.90
内用薬 3999026F2103 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 816.90
内用薬 3999026F2111 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 816.90
内用薬 3999026F2120 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「三笠」 三笠製薬 816.90
内用薬 3999027F1039 バゼドキシフェン酢酸塩 ２０ｍｇ１錠 バゼドキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 42.50
内用薬 4219004F1025 テモゾロミド ２０ｍｇ１錠 テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 1,130.60
内用薬 4219004F2021 テモゾロミド １００ｍｇ１錠 テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 5,622.30
内用薬 4223005F1030 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 94.20
内用薬 4223005F1049 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 94.20
内用薬 4223005F1057 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「日医工」 日医工 94.20
内用薬 4223005F1065 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」 ダイト 94.20
内用薬 4223005F1073 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 94.20
内用薬 4223005F1081 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 94.20
内用薬 4229101D1033 テガフール・ギメラシル・オ

テラシルカリウム配合剤
２０ｍｇ１包（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合顆粒Ｔ２０ 沢井製薬 197.30

内用薬 4229101D1041 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１包（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合顆粒Ｔ２０ 日本化薬 197.30

内用薬 4229101D2030 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１包（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合顆粒Ｔ２５ 沢井製薬 245.40

内用薬 4229101D2048 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１包（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合顆粒Ｔ２５ 日本化薬 245.40

内用薬 4229101F1034 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１錠（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 沢井製薬 194.10

内用薬 4229101F1042 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１錠（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 日本化薬 194.10

内用薬 4229101F1050 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１錠（テガフー
ル相当量）

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ 岡山大鵬薬品 194.10

内用薬 4229101F2030 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１錠（テガフー
ル相当量）

エスエーワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 沢井製薬 175.90

内用薬 4229101F2049 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１錠（テガフー
ル相当量）

エヌケーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 日本化薬 175.90

内用薬 4229101F2057 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１錠（テガフー
ル相当量）

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ 岡山大鵬薬品 282.50

内用薬 4229101F3029 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１錠（テガフー
ル相当量）

ＥＥエスワン配合錠Ｔ２０ エルメッド 194.10

内用薬 4229101F3037 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１錠（テガフー
ル相当量）

エスワンケーケー配合錠Ｔ２０ 小林化工 194.10

内用薬 4229101F4025 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１錠（テガフー
ル相当量）

ＥＥエスワン配合錠Ｔ２５ エルメッド 224.90

内用薬 4229101F4033 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１錠（テガフー
ル相当量）

エスワンケーケー配合錠Ｔ２５ 小林化工 282.50

内用薬 4229101M1041 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

エスエーワン配合カプセルＴ２０ 沢井製薬 194.10

内用薬 4229101M1050 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２０ 日本化薬 194.10

内用薬 4229101M2048 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

エスエーワン配合カプセルＴ２５ 沢井製薬 175.90

内用薬 4229101M2056 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２５ 日本化薬 175.90

内用薬 4291003F1015 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩１０ｍｇ錠 24.60
内用薬 4291003F1201 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「明治」 メディサ新薬 61.80
内用薬 4291003F1244 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「ＭＹＬ」 マイランＥＰＤ 61.80
内用薬 4291003F2011 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩２０ｍｇ錠 43.80
内用薬 4291003F2089 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「明治」 メディサ新薬 124.60
内用薬 4291003F2100 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＭＹＬ」 マイランＥＰＤ 124.60
内用薬 4291005F1014 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド１２５ｍｇ錠 96.90
内用薬 4291007F1013 トレミフェンクエン酸塩 ４０ｍｇ１錠 トレミフェンクエン酸塩４０ｍｇ錠 115.10
内用薬 4291007F2010 トレミフェンクエン酸塩 ６０ｍｇ１錠 トレミフェンクエン酸塩６０ｍｇ錠 170.50
内用薬 4291009F1012 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド８０ｍｇ錠 151.20
内用薬 4291009F1063 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 192.00
内用薬 4291009F1071 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 192.00
内用薬 4291009F1080 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 192.00
内用薬 4291009F1098 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 280.40
内用薬 4291009F1110 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 192.00
内用薬 4291009F1136 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 192.00
内用薬 4291009F1160 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「日医工」 日医工 192.00
内用薬 4291009F1179 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 192.00
内用薬 4291009F1187 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
192.00
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内用薬 4291009F1195 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 234.80
内用薬 4291009F1209 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 280.40
内用薬 4291009F1217 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 192.00
内用薬 4291009F1225 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ケミファ」 大興製薬 280.40
内用薬 4291009F1241 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 192.00
内用薬 4291009F1268 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 192.00
内用薬 4291009F1276 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 192.00
内用薬 4291009F2035 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 192.00
内用薬 4291009F2043 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 192.00
内用薬 4291009F2051 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 192.00
内用薬 4291009F2060 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ケミファ」 富士化学工業 192.00
内用薬 4291009F2078 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 192.00
内用薬 4291009F2086 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「日医工」 日医工 192.00
内用薬 4291009F2094 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 192.00
内用薬 4291009F2108 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
192.00

内用薬 4291009F2116 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 192.00
内用薬 4291009F2124 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 192.00
内用薬 4291010F1015 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール１ｍｇ錠 74.10
内用薬 4291010F1040 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 104.50
内用薬 4291010F1058 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 104.50
内用薬 4291010F1074 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 191.50
内用薬 4291010F1082 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 104.50
内用薬 4291010F1090 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 104.50
内用薬 4291010F1104 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 104.50
内用薬 4291010F1120 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ケミファ」 ダイト 104.50
内用薬 4291010F1147 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 104.50
内用薬 4291010F1163 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 104.50
内用薬 4291010F1171 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 104.50
内用薬 4291010F1180 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「日医工」 日医工 104.50
内用薬 4291010F1201 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
104.50

内用薬 4291010F1210 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 104.50
内用薬 4291010F1228 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 104.50
内用薬 4291011F1010 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩１００ｍｇ錠 301.10
内用薬 4291011F1036 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 699.20
内用薬 4291011F1044 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 699.20
内用薬 4291011F1052 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 699.20
内用薬 4291011F1060 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 699.20
内用薬 4291011F1079 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 699.20
内用薬 4291011F1095 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 699.20
内用薬 4291011F1109 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
699.20

内用薬 4291011F1125 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 699.20
内用薬 4291011F1133 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 699.20
内用薬 4291011F1141 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 699.20
内用薬 4291011F1168 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 699.20
内用薬 4291011F1176 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 699.20
内用薬 4291011F1192 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 699.20
内用薬 4291011F1206 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 699.20
内用薬 4291011F2024 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 1,721.10
内用薬 4291011F2032 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
1,579.30

内用薬 4291011F2040 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 1,579.30
内用薬 4291011F2059 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,579.30
内用薬 4291011F2067 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 1,579.30
内用薬 4291011F2075 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,579.30
内用薬 4291012F1030 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 174.40
内用薬 4291012F1049 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 174.40
内用薬 4291012F1057 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 174.40
内用薬 4291013F1035 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 1,893.10
内用薬 4291013F1043 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 2,197.00
内用薬 4291013F1051 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 1,893.10
内用薬 4291013F1060 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,893.10
内用薬 4291013F1078 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「サンド」 ダイト 1,893.10
内用薬 4291013F1086 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 1,893.10
内用薬 4291013F1094 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 1,893.10
内用薬 4291015F1018 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール２．５ｍｇ錠 103.10
内用薬 4291015F1069 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 125.30
内用薬 4291015F1077 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 232.30
内用薬 4291015F1115 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ケミファ」 ダイト 125.30
内用薬 4291015F1140 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 125.30
内用薬 4291015F1182 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
125.30

内用薬 4413004F1219 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 5.70
内用薬 4413004F1235 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70
内用薬 4413004F1286 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「日医工」 日医工 5.70
内用薬 4413004F1294 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 5.70
内用薬 4413004F1308 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.70
内用薬 4413004F1316 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.70
内用薬 4413004F1324 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「わかもと」 ダイト 5.70
内用薬 4419001Q1104 ｄｌ－クロルフェニラミンマ

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

５％「ＮＰ」
ニプロ 6.70

内用薬 4419002F1043 ｄ－クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

２ｍｇ１錠 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファーマ 5.70

内用薬 4419002G1120 ｄ－クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

６ｍｇ１錠 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６ｍ
ｇ「武田テバ」

武田テバファーマ 5.70

内用薬 4419002Q1125 ｄ－クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

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

東和薬品 10.30

内用薬 4419002Q1133 ｄ－クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

０．０４％１０ｍＬ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ
０．０４％「ツルハラ」

鶴原製薬 10.30



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

内用薬 4419002Q1141 ｄ－クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

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

日新製薬（山形） 10.30

内用薬 4419005Q1099 シプロヘプタジン塩酸塩水和
物

０．０４％１０ｍＬ シプロヘプタジン塩酸塩シロップ０．０４％「武
田テバ」

武田テバファーマ 8.50

内用薬 4419006F1424 ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 5.50

内用薬 4419008F1016 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 クレマスチンフマル酸塩１ｍｇ錠 5.10
内用薬 4419008Q1017 クレマスチンフマル酸塩 ０．０１％１０ｍＬ クレマスチンフマル酸塩０．０１％シロップ 14.30
内用薬 4419008R1110 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ クレマスチンドライシロップ０．１％「日医工」 日医工 8.10
内用薬 4419008R1128 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ クレマスチンドライシロップ０．１％「あゆみ」 あゆみ製薬 8.30
内用薬 4419008R1136 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ クレマスチンＤＳ０．１％「タカタ」 高田製薬 8.10
内用薬 4420001F1082 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 局 オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 29.90
内用薬 4420002F1010 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブシラミン１００ｍｇ錠 20.40
内用薬 4420002F2016 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 ブシラミン５０ｍｇ錠 14.70
内用薬 4490001C1013 クロモグリク酸ナトリウム １０％１ｇ クロモグリク酸ナトリウム１０％細粒 24.70
内用薬 4490002C1018 トラニラスト １０％１ｇ トラニラスト１０％細粒 7.50
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 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 4490003M1018 ケトチフェンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル ケトチフェンフマル酸塩１ｍｇカプセル 5.90
内用薬 4490003Q1010 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ケトチフェンフマル酸塩０．０２％シロップ 6.50
内用薬 4490003R1015 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ケトチフェンフマル酸塩０．１％シロップ用 6.50
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 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 4490005F1018 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド３０ｍｇ錠 5.90
内用薬 4490005F1433 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 15.10
内用薬 4490005F1468 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 5.90
内用薬 4490005F1557 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 5.90
内用薬 4490005F1565 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 5.90
内用薬 4490005F1573 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 15.10
内用薬 4490005F1581 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 5.90
内用薬 4490005F1590 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.90
内用薬 4490005F1603 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.90
内用薬 4490005Q1043 オキサトミド ０．２％１ｍＬ オキサトミドシロップ小児用０．２％「ファイ

ザー」
マイラン製薬 7.10

内用薬 4490005R1421 オキサトミド ２％１ｇ オキサトミドドライシロップ小児用２％「日医
工」

日医工 7.60

内用薬 4490005R1430 オキサトミド ２％１ｇ オキサトミドドライシロップ小児用２％「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 7.60

内用薬 4490005R1448 オキサトミド ２％１ｇ オキサトミドＤＳ小児用２％「サワイ」 沢井製薬 7.60
内用薬 4490011F1013 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 ペミロラストカリウム１０ｍｇ錠 19.90
内用薬 4490011F1080 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 30.80
内用薬 4490011F1102 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 30.80
内用薬 4490011F1110 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 30.80
内用薬 4490011F2010 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 ペミロラストカリウム５ｍｇ錠 15.10
内用薬 4490011R1010 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ ペミロラストカリウム０．５％シロップ用 30.80
内用薬 4490012F1018 オザグレル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 オザグレル塩酸塩１００ｍｇ錠 28.60
内用薬 4490012F2014 オザグレル塩酸塩水和物 ２００ｍｇ１錠 オザグレル塩酸塩２００ｍｇ錠 46.60
内用薬 4490013M1011 エメダスチンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル エメダスチンフマル酸塩１ｍｇ徐放カプセル 24.20
内用薬 4490013M2018 エメダスチンフマル酸塩 ２ｍｇ１カプセル エメダスチンフマル酸塩２ｍｇ徐放カプセル 29.90
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 14.10
内用薬 4490014F1050 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アルピード錠１０ ダイト 22.00
内用薬 4490014F1203 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ユピテル錠１０ 岩城製薬 22.00
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 22.00
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 22.00
内用薬 4490014F1246 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 22.00
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 22.00
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 22.00
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 22.00
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 21.10
内用薬 4490014F2030 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ユピテル錠２０ 岩城製薬 27.70
内用薬 4490014F2064 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アズサレオン錠２０ シオノケミカル 27.70
内用薬 4490014F2080 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 アルピード錠２０ ダイト 27.70
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 27.70
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 27.70
内用薬 4490014F2285 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 27.70
内用薬 4490014F2293 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 27.70
内用薬 4490014F2307 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
27.70

内用薬 4490014F2331 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 27.70
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 27.70
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 27.70
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 27.70
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 20.80
内用薬 4490014R1072 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワイ」 沢井製薬 20.80
内用薬 4490014R1080 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「トーワ」 東和薬品 34.90
内用薬 4490014S1040 エピナスチン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ エピナスチン塩酸塩内用液０．２％「タイヨー」 武田テバファーマ 18.40
内用薬 4490016M1015 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩５０ｍｇカプセル 19.50
内用薬 4490016M2011 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩１００ｍｇカプセル 19.80
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 18.90
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 35.70
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 18.90

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 35.70
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 28.30
内用薬 4490017R1122 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「オーハラ」 大原薬品工業 31.50
内用薬 4490017R1203 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「ＪＧ」 日本ジェネリック 31.50
内用薬 4490017R1220 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「杏林」 キョーリンリメディ

オ
31.50

内用薬 4490019F1036 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 23.30
内用薬 4490019F1060 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 23.30
内用薬 4490019F1087 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 23.30
内用薬 4490019F1095 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「科研」 ダイト 27.80



区分
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内用薬 4490019F1109 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 27.80
内用薬 4490019F1117 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 27.80
内用薬 4490019F1125 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 27.80
内用薬 4490019F1133 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 23.30
内用薬 4490019F1141 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 23.30
内用薬 4490019F1176 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 23.30
内用薬 4490019F1184 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチン錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
23.30

内用薬 4490019F2032 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 32.40
内用薬 4490019F2067 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 28.50
内用薬 4490019F2083 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 28.50
内用薬 4490019F2091 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 36.10
内用薬 4490019F2105 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 32.60
内用薬 4490019F2113 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 32.60
内用薬 4490019F2121 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 36.10
内用薬 4490019F2130 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 36.10
内用薬 4490019F2148 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 32.60
内用薬 4490019F2172 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 28.50
内用薬 4490019F2180 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチン錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
28.50

内用薬 4490019F3055 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 27.80
内用薬 4490019F3071 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 23.30
内用薬 4490019F3080 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 ダイト 27.80
内用薬 4490019F3098 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 27.80
内用薬 4490019F3101 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 27.80
内用薬 4490019F3128 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 27.80
内用薬 4490019F3136 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 23.30
内用薬 4490019F3144 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 27.80
内用薬 4490019F3152 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 23.30
内用薬 4490019F3179 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 23.30
内用薬 4490019F3187 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
23.30

内用薬 4490019F4051 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 28.50
内用薬 4490019F4078 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 28.50
内用薬 4490019F4086 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 36.10
内用薬 4490019F4094 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 32.60
内用薬 4490019F4108 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 32.60
内用薬 4490019F4124 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 36.10
内用薬 4490019F4132 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 32.60
内用薬 4490019F4140 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 32.60
内用薬 4490019F4159 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 28.50
内用薬 4490019F4175 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 28.50
内用薬 4490019F4183 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
28.50

内用薬 4490020F1012 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩５ｍｇ錠 10.20
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 21.10
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） 21.10
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 21.10
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 21.10
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 21.10
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 21.10
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 21.10
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 21.10
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 21.10
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 21.10
内用薬 4490020F2019 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩１０ｍｇ錠 13.00
内用薬 4490020F2060 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 27.70
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） 27.70
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 27.70
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 27.70
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 27.70
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 27.70
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 27.70
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 27.70
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 27.70
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 27.70
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 27.70
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 21.10
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 27.70
内用薬 4490020R1035 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩ＤＳ１．２５％「タカタ」 高田製薬 98.10
内用薬 4490020R1043 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％「日

医工」
日医工 98.10

内用薬 4490021F1033 ラマトロバン ５０ｍｇ１錠 ラマトロバン錠５０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 32.40
内用薬 4490021F2030 ラマトロバン ７５ｍｇ１錠 ラマトロバン錠７５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 39.60
内用薬 4490022F1046 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 12.80
内用薬 4490022F1054 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 12.80
内用薬 4490022F1062 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 15.80
内用薬 4490022F1070 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 12.80
内用薬 4490022F1089 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 12.80
内用薬 4490022F1097 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 12.80
内用薬 4490022F1100 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 12.80
内用薬 4490022F1119 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 12.80
内用薬 4490022F2018 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩１０ｍｇ錠 10.10
内用薬 4490022F2042 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 15.40
内用薬 4490022F2050 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 15.40
内用薬 4490022F2069 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 18.70
内用薬 4490022F2077 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 15.40
内用薬 4490022F2085 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 15.40
内用薬 4490022F2093 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 15.40
内用薬 4490022F2107 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 15.40
内用薬 4490022F3030 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 12.80
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成分名 規格 メーカー名 薬価品名

内用薬 4490022F3049 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 12.80
内用薬 4490022F3057 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 12.80
内用薬 4490022F3065 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 12.80
内用薬 4490022F3073 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 12.80
内用薬 4490022F4037 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナ

ベ」
ニプロＥＳファーマ 15.40

内用薬 4490022F4045 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 15.40
内用薬 4490022F4053 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 15.40

内用薬 4490022F4061 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 15.40

内用薬 4490022F4070 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 15.40

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 12.80
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 15.10
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 15.10
内用薬 4490023F1067 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 18.10
内用薬 4490023F1083 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 15.10
内用薬 4490023F1091 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩ

Ｋ」
日医工サノフィ 25.70

内用薬 4490023F1105 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 18.10
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 15.10
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 15.10
内用薬 4490023F1164 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ケミ

ファ」
日本ケミファ 15.10

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 15.10
内用薬 4490023F1180 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ダイト」 ダイト 25.70
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 15.10
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） 15.10
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 15.10

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

15.10

内用薬 4490023F1245 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「モチダ」 ニプロファーマ 15.10
内用薬 4490023F1253 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 15.10
内用薬 4490023F1261 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 15.10
内用薬 4490023F1270 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 15.10
内用薬 4490023F1288 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 15.10
内用薬 4490023F1300 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 15.10
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 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 12.20
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 12.20
内用薬 4490023F2063 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 14.50
内用薬 4490023F2080 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 12.20
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「ＳＡＮＩ

Ｋ」
日医工サノフィ 20.10

内用薬 4490023F2101 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 21.80
内用薬 4490023F2128 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.40
内用薬 4490023F2136 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 21.80
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 20.10
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
12.20

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 12.20

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 12.20
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 20.10
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 12.20
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） 14.50
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 12.20

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

12.20

内用薬 4490023F2241 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「モチダ」 ニプロファーマ 12.20
内用薬 4490023F2250 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 14.50
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 12.20
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 12.20
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 14.50
内用薬 4490023F2306 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 21.80
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 12.80
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「ＦＦ

Ｐ」
共創未来ファーマ 18.10

内用薬 4490023F3043 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 15.10

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

東和薬品 15.10

内用薬 4490023F3060 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 15.10

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

エルメッド 15.10

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 15.10

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 15.10

内用薬 4490023F4023 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 12.20

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 12.20

内用薬 4490023F4040 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 12.20

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 12.20

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 12.20

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 12.20

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 37.80
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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 26.60
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 17.90
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 4490025F1031 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 10.10
内用薬 4490025F1040 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 11.00
内用薬 4490025F1058 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 10.10
内用薬 4490025F1066 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 4490025F1082 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 10.10
内用薬 4490025F1112 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 10.10
内用薬 4490025F1120 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 10.10
内用薬 4490025F1139 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 10.10
内用薬 4490025F1147 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 10.10
内用薬 4490025F1155 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
10.10

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 14.70
内用薬 4490025F1198 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.10
内用薬 4490025F1201 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド 10.10
内用薬 4490025F1210 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 10.10
内用薬 4490025F1236 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 4490025F1252 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 10.10
内用薬 4490025F1279 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.10

内用薬 4490025F1309 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 11.00
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 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 11.90
内用薬 4490025F2046 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 11.90
内用薬 4490025F2054 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 11.90
内用薬 4490025F2062 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 11.90
内用薬 4490025F2089 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 11.90
内用薬 4490025F2097 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 シオノケミカル 10.60
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 10.60
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 11.90
内用薬 4490025F2135 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 11.90
内用薬 4490025F2143 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 11.90
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
11.90

内用薬 4490025F2160 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 11.90
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 11.90
内用薬 4490025F2208 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 サンド 11.90
内用薬 4490025F2216 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 11.90
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 11.90
内用薬 4490025F2240 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 10.60
内用薬 4490025F2259 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 11.90
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
11.90

内用薬 4490025F2305 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 11.90
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 4490025F3034 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 10.10

内用薬 4490025F3042 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 10.10
内用薬 4490025F3050 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 10.10
内用薬 4490025F3069 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 10.10
内用薬 4490025F3077 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.10

内用薬 4490025F3085 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム２．５ｍｇ「マ
ルホ」

救急薬品工業 10.10

内用薬 4490025F3093 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 ダイト 10.10
内用薬 4490025F3115 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミ

ファ」
日本ケミファ 10.10

内用薬 4490025F3131 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 10.10

内用薬 4490025F3140 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 4490025F3158 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 10.10
内用薬 4490025F3166 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 4490025F3174 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「フェルゼ

ン」
フェルゼンファーマ 10.10

内用薬 4490025F3182 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

10.10

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 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 11.90
内用薬 4490025F4049 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 13.80
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 11.90
内用薬 4490025F4065 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 11.90
内用薬 4490025F4073 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
11.90

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

救急薬品工業 19.00

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 11.90
内用薬 4490025F4111 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 11.90
内用薬 4490025F4120 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 10.60
内用薬 4490025F4138 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 11.90
内用薬 4490025F4146 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11.90
内用薬 4490025F4154 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 11.90
内用薬 4490025F4162 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 11.90
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
11.90

内用薬 4490025R1020 オロパタジン塩酸塩 １％１ｇ オロパタジン塩酸塩ドライシロップ１％「日本臓
器」

日本臓器製薬 62.10

内用薬 4490026C1013 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカストナトリウム４ｍｇ細粒 28.70
内用薬 4490026C1056 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 局 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 44.10
内用薬 4490026C1072 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 局 モンテルカスト細粒４ｍｇ「科研」 ダイト 44.10
内用薬 4490026C1129 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 局 モンテルカスト細粒４ｍｇ「タカタ」 高田製薬 44.10
内用薬 4490026C1137 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 局 モンテルカスト細粒４ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 44.10



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

内用薬 4490026C1153 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 局 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 50.70
内用薬 4490026C1218 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 局 モンテルカスト細粒４ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
44.10

内用薬 4490026F1010 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム５ｍｇチュアブル錠 25.40
内用薬 4490026F1095 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 43.70
内用薬 4490026F1168 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「科研」 ダイト 43.70
内用薬 4490026F1222 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 32.40
内用薬 4490026F1230 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 43.70
内用薬 4490026F1257 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 32.40
内用薬 4490026F1290 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「明治」 日新製薬（山形） 32.40
内用薬 4490026F2016 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム１０ｍｇ錠 23.10
内用薬 4490026F2067 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 キョーリンリメディ

オ
61.30

内用薬 4490026F2075 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＡＡ」 浜理薬品工業 61.30
内用薬 4490026F2083 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 61.30
内用薬 4490026F2148 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 61.30
内用薬 4490026F2156 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 61.30
内用薬 4490026F2180 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 61.30
内用薬 4490026F2199 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 61.30
内用薬 4490026F2202 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 61.30
内用薬 4490026F2237 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ゼリア」 日本薬品工業 61.30
内用薬 4490026F2253 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 61.30
内用薬 4490026F2270 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 61.30
内用薬 4490026F2300 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ニットー」 東亜薬品 61.30
内用薬 4490026F2334 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 61.30
内用薬 4490026F2350 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカストナトリウム錠１０ｍｇ「日本臓

器」
日本臓器製薬 61.30

内用薬 4490026F3012 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム５ｍｇ錠 18.30
内用薬 4490026F3047 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＫＭ」 キョーリンリメディ

オ
47.10

内用薬 4490026F3055 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＡＡ」 浜理薬品工業 54.00
内用薬 4490026F3063 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 47.10
内用薬 4490026F3071 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 47.10
内用薬 4490026F3080 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 47.10
内用薬 4490026F3128 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 47.10
内用薬 4490026F3136 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 47.10
内用薬 4490026F3160 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 47.10
内用薬 4490026F3179 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「科研」 ダイト 47.10
内用薬 4490026F3209 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 47.10
内用薬 4490026F3217 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ゼリア」 日本薬品工業 47.10
内用薬 4490026F3233 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 47.10
内用薬 4490026F3250 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 47.10
内用薬 4490026F3284 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ニットー」 東亜薬品 47.10
内用薬 4490026F3314 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 47.10
内用薬 4490026F3330 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカストナトリウム錠５ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 54.00
内用薬 4490026F4019 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム１０ｍｇ口腔内崩壊錠 23.10
内用薬 4490026F4078 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 61.30
内用薬 4490026F4086 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
61.30

内用薬 4490026F4094 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 61.30
内用薬 4490026F4108 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 61.30
内用薬 4490026F5015 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム５ｍｇ口腔内崩壊錠 18.30
内用薬 4490026F5023 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 47.10
内用薬 4490026F5040 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 47.10
内用薬 4490026F5058 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 47.10
内用薬 4490026F5066 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
47.10

内用薬 4490026F5074 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 47.10
内用薬 4490026F5082 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 47.10
内用薬 4490027F1030 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 22.10
内用薬 4490027F1049 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 22.10
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 22.10
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 22.10
内用薬 4490027F1073 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 22.10
内用薬 4490027F1081 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 22.10
内用薬 4490027F1090 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 22.10
内用薬 4490027F1103 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 22.10
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 22.10
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 33.70
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 22.10
内用薬 4490027F1162 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 22.10
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） 22.10
内用薬 4490027F1189 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 22.10
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 22.10
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 22.10
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 22.10
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 22.10
内用薬 4490027F2088 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 22.10
内用薬 4490027F2096 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 22.10
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 22.10
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
22.10

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 33.70
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 22.10
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 22.10
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 22.10
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） 22.10
内用薬 4490027F2193 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 22.10
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 22.10
内用薬 4490027F2231 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 22.10
内用薬 4490027F2240 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 22.10



区分
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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 48.90
内用薬 4490027R1053 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「トーワ」 東和薬品 48.90
内用薬 4490027R1061 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「サワイ」 沢井製薬 48.90
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 48.90
内用薬 4490027R1088 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「ＪＧ」 長生堂製薬 48.90
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 18.20
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 26.90
内用薬 4490028F1043 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 26.90
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 26.90
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 26.90
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 26.90
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 26.90
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 26.90
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 26.90
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 26.90
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 26.90
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 26.90
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 26.90
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
26.90

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 14.50
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 19.70
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 19.70
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 19.70
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 19.70
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 19.70
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「ＹＤ」 陽進堂 19.70
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 19.70

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） 19.70
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 18.20
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 26.90
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 26.90
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） 26.90
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 4490028Q1044 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％「アメ
ル」

共和薬品工業 6.70

内用薬 4490028Q1052 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％「サワ
イ」

沢井製薬 6.70

内用薬 4490028Q1060 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％「トー
ワ」

東和薬品 6.70

内用薬 4490028Q1079 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％「ニプ
ロ」

東亜薬品 6.70

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 69.20
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 69.20

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

69.20

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 69.20
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 69.20

内用薬 4490100F1030 フェキソフェナジン塩酸塩・
塩酸プソイドエフェドリン

１錠 プソフェキ配合錠「サワイ」 沢井製薬 21.60

内用薬 4490100F1048 フェキソフェナジン塩酸塩・
塩酸プソイドエフェドリン

１錠 プソフェキ配合錠「ＳＡＮＩＫ」 日医工サノフィ 23.40

内用薬 6113001B1011 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩５００ｍｇ散 909.60
内用薬 6131001C1015 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ アモキシシリン１００ｍｇ細粒 7.10
内用薬 6131001C2011 アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ１ｇ アモキシシリン２００ｍｇ細粒 12.10
内用薬 6131001M1010 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル アモキシシリン１２５ｍｇカプセル 10.10
内用薬 6131001M2157 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモリンカプセル２５０ 武田テバ薬品 10.10
内用薬 6131001M2327 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 10.10
内用薬 6131001M2335 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 6131001M2351 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 6131001M2360 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「武田テバ」 武田テバ薬品 10.10
内用薬 6132008C2010 セフィキシム水和物 １００ｍｇ１ｇ セフィキシム１００ｍｇ細粒 57.70
内用薬 6132011F1012 セフポドキシム　プロキセチ １００ｍｇ１錠 セフポドキシム　プロキセチル１００ｍｇ錠 31.30
内用薬 6132011R1019 セフポドキシム　プロキセチ

ル
５０ｍｇ１ｇ セフポドキシム　プロキセチル５０ｍｇシロップ

用
27.00

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 50.60
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 50.60
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 50.60
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 50.60
内用薬 6132013C1147 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 41.40
内用薬 6132013C1155 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「ファイザー」 マイラン製薬 50.60
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 50.60
内用薬 6132016C1035 セフカペン　ピボキシル塩酸

塩水和物
１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％

「ＣＨ」
長生堂製薬 85.90

内用薬 6132016C1051 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％
「ＹＤ」

陽進堂 85.90

内用薬 6132016C1060 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％
「トーワ」

東和薬品 85.90

内用薬 6132016C1086 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

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

辰巳化学 90.00

内用薬 6132016C1094 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒１０％小児用
「日医工」

日医工ファーマ 90.00

内用薬 6132016C1108 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ 局 セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％
「サワイ」

沢井製薬 85.90

内用薬 6132016C1116 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

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

マイラン製薬 85.90

内用薬 6132016F1031 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 25.70

内用薬 6132016F1040 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 26.70
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内用薬 6132016F1058 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 26.70

内用薬 6132016F1066 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 26.70

内用薬 6132016F1074 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「トー
ワ」

シー・エイチ・オー
新薬

25.70

内用薬 6132016F1082 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「日医
工」

日医工ファーマ 25.70

内用薬 6132016F1104 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

７５ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 25.70

内用薬 6132016F2038 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 25.30

内用薬 6132016F2046 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 26.20

内用薬 6132016F2054 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 26.20

内用薬 6132016F2062 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 25.30

内用薬 6132016F2070 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

シー・エイチ・オー
新薬

25.30

内用薬 6132016F2089 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工ファーマ 25.30

内用薬 6132016F2100 セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠 局 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 25.30

内用薬 6141002F2078 エリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 エリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 8.80
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 17.70
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 28.20
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 15.70
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 23.10
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 25.90
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 36.10

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 36.10
内用薬 6149003R1070 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「日医工」 日医工 25.90
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 36.10

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 36.10
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 36.10
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 36.10

内用薬 6149004C1048 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＪＧ」 長生堂製薬 120.40
内用薬 6149004C1064 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＹＤ」 陽進堂 120.40
内用薬 6149004C1072 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒１０％小児用「ＫＮ」 小林化工 79.70
内用薬 6149004C1080 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」 高田製薬 79.70
内用薬 6149004C1099 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＴＣＫ」 辰巳化学 93.20
内用薬 6149004C1102 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「トーワ」 東和薬品 79.70
内用薬 6149004F1010 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン２５０ｍｇ錠 58.50
内用薬 6149004F1036 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 全星薬品工業 71.80
内用薬 6149004F1044 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 71.80
内用薬 6149004F1052 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 71.80
内用薬 6149004F1087 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 71.80
内用薬 6149004F1109 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 71.80
内用薬 6149004F1125 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 71.80
内用薬 6149004F1141 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 71.80
内用薬 6149004F1150 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品 77.20
内用薬 6149004F1168 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 71.80
内用薬 6149004F1176 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 77.20
内用薬 6149004F1192 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 109.50
内用薬 6149004F1206 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＣＨＭ」 ケミックス 77.20
内用薬 6149004F3020 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１錠 アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 55.90
内用薬 6149004F4027 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 166.30
内用薬 6149004F4035 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 183.90
内用薬 6149004M1035 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
長生堂製薬 85.00

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

陽進堂 91.00

内用薬 6149004M1060 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 91.00

内用薬 6152005F1010 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩５０ｍｇ錠 12.40
内用薬 6152005F2016 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩１００ｍｇ錠 22.90
内用薬 6152005M2015 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ミノサイクリン塩酸塩１００ｍｇカプセル 22.90
内用薬 6164001M1011 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル リファンピシン１５０ｍｇカプセル 13.00
内用薬 6179001F1031 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 247.90
内用薬 6179001F1040 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 247.90
内用薬 6179001F1058 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 247.90
内用薬 6179001F1066 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 247.90
内用薬 6179001F1082 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 247.90
内用薬 6179001F1090 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 247.90
内用薬 6179001F1104 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 247.90
内用薬 6179001F2038 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 788.80
内用薬 6179001F2046 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 788.80
内用薬 6179001F2054 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 788.80
内用薬 6179001F2062 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 788.80
内用薬 6179001F2089 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 788.80
内用薬 6179001F2097 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 788.80
内用薬 6179001F2100 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 788.80
内用薬 6179001F3026 ボリコナゾール １００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 385.00
内用薬 6179001F3034 ボリコナゾール １００ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 385.00
内用薬 6191001F1036 アンピシリン水和物・クロキ

サシリンナトリウム水和物
（２５０ｍｇ）１錠 ビクシリンＳ配合錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
24.60

内用薬 6219001F1012 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン５００ｍｇ錠 8.30
内用薬 6219001F1110 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 12.00
内用薬 6219001H1013 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン５００ｍｇ腸溶錠 19.20
内用薬 6219001H2010 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン２５０ｍｇ腸溶錠 12.50
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内用薬 6241002F1018 ピペミド酸水和物 ２５０ｍｇ１錠 ピペミド酸２５０ｍｇ錠 6.70
内用薬 6241008F1015 シプロフロキサシン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン塩酸塩１００ｍｇ錠 10.60
内用薬 6241008F1112 シプロフロキサシン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 18.40
内用薬 6241008F1139 シプロフロキサシン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 18.40
内用薬 6241008F1147 シプロフロキサシン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 18.40
内用薬 6241008F2011 シプロフロキサシン塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン塩酸塩２００ｍｇ錠 12.30
内用薬 6241008F2143 シプロフロキサシン塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 22.70
内用薬 6241008F2160 シプロフロキサシン塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 22.70
内用薬 6241008F2178 シプロフロキサシン塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 22.70
内用薬 6241010C1032 トスフロキサシントシル酸塩

水和物
１５０ｍｇ１ｇ トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％

「タカタ」
高田製薬 157.90

内用薬 6241010C1040 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１ｇ トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％
「トーワ」

東和薬品 157.90

内用薬 6241010C1059 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１ｇ トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒１５％
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

157.90

内用薬 6241010C1067 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１ｇ トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％
「ＴＣＫ」

辰巳化学 157.90

内用薬 6241010F1047 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 27.90

内用薬 6241010F1055 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 27.90

内用薬 6241010F1071 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 30.70

内用薬 6241010F1080 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 27.90

内用薬 6241010F1101 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファーマ 30.70

内用薬 6241010F1110 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳファーマ 27.90

内用薬 6241010F1128 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ「日医
工」

日医工 27.90

内用薬 6241010F2043 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 29.80

内用薬 6241010F2051 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 29.80

内用薬 6241010F2078 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 32.60

内用薬 6241010F2086 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 29.80

内用薬 6241010F2108 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファーマ 29.80

内用薬 6241010F2116 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳファーマ 29.80

内用薬 6241010F2124 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「日医
工」

日医工 29.80

内用薬 6241013C2032 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン細粒１０％「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 38.50

内用薬 6241013F2012 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

レボフロキサシン２５０ｍｇ錠 36.70

内用薬 6241013F2039 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 59.90

内用薬 6241013F2047 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 48.50

内用薬 6241013F2055 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 48.50

内用薬 6241013F2063 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 48.50

内用薬 6241013F2101 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 48.50

内用薬 6241013F2144 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 59.90

内用薬 6241013F2152 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「科研」 シオノケミカル 59.90

内用薬 6241013F2179 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ケミファ」 大興製薬 59.90

内用薬 6241013F2209 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 48.50

内用薬 6241013F2250 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 59.90

内用薬 6241013F2276 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ニットー」 日東メディック 48.50

内用薬 6241013F2322 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 48.50

内用薬 6241013F3019 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

レボフロキサシン５００ｍｇ錠 67.40

内用薬 6241013F3035 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 99.40

内用薬 6241013F3043 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 99.40

内用薬 6241013F3051 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 99.40

内用薬 6241013F3086 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 99.40

内用薬 6241013F3140 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 99.40

内用薬 6241013F3159 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「科研」 シオノケミカル 99.40

内用薬 6241013F3175 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ケミファ」 大興製薬 99.40

内用薬 6241013F3205 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 99.40

内用薬 6241013F3256 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 99.40

内用薬 6241013F3264 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「日医工Ｐ」 ヤクハン製薬 99.40

内用薬 6241013F3329 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 99.40

内用薬 6241013F4023 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

レボフロキサシンＯＤ錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 59.90
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内用薬 6241013F5020 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

レボフロキサシンＯＤ錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 99.40

内用薬 6241013F6018 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１包（レボフ
ロキサシンとして）

レボフロキサシン２５０ｍｇ粒状錠 48.50

内用薬 6241013F7014 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１包（レボフ
ロキサシンとして）

レボフロキサシン５００ｍｇ粒状錠 67.40

内用薬 6241013S2029 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１０ｍＬ１包
（レボフロキサシンとし
て）

レボフロキサシン内用液２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 124.10

内用薬 6241018F1035 シタフロキサシン水和物 ５０ｍｇ１錠 シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 75.30
内用薬 6249002F1032 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
5,296.30

内用薬 6249002F1040 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 リネゾリド錠６００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5,296.30
内用薬 6250002D1016 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル４０％顆粒 52.50
内用薬 6250002D1067 アシクロビル ４０％１ｇ 局 ビクロックス顆粒４０％ 小林化工 99.20
内用薬 6250002D1202 アシクロビル ４０％１ｇ 局 アシクロビル顆粒４０％「タカタ」 高田製薬 99.20
内用薬 6250002D1229 アシクロビル ４０％１ｇ 局 アシクロビル顆粒４０％「ＭＥＥＫ」 小林化工 99.20
内用薬 6250002F1017 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル２００ｍｇ錠 27.30
内用薬 6250002F2013 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル４００ｍｇ錠 42.60
内用薬 6250002Q1034 アシクロビル ２００ｍｇ１包 アシクロビル内服ゼリー２００ｍｇ「日医工」 日医工 157.30
内用薬 6250002Q2030 アシクロビル ８００ｍｇ１包 アシクロビル内服ゼリー８００ｍｇ「日医工」 日医工 429.30
内用薬 6250002Q3029 アシクロビル ８％１ｍＬ 局 ビクロックスシロップ８％ 小林化工 24.70
内用薬 6250002Q3045 アシクロビル ８％１ｍＬ 局 アシクロビルシロップ８％「タカタ」 高田製薬 24.70
内用薬 6250002Q3053 アシクロビル ８％１ｍＬ 局 アシクロビルシロップ８％「ＭＥＥＫ」 小林化工 24.70
内用薬 6250002R1048 アシクロビル ８０％１ｇ 局 アシクロビルＤＳ８０％「サワイ」 沢井製薬 161.80
内用薬 6250002R1056 アシクロビル ８０％１ｇ 局 アシクロビルＤＳ８０％「ＮＫ」 日本化薬 161.80
内用薬 6250019D1038 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「ＭＥＥＫ」 小林化工 144.30
内用薬 6250019D1046 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「トーワ」 東和薬品 194.20
内用薬 6250019D1054 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「日医工」 日医工 183.00
内用薬 6250019D1062 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
183.00

内用薬 6250019D1070 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」 アスペンジャパン 144.30
内用薬 6250019F1012 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩５００ｍｇ錠 79.80
内用薬 6250019F1047 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 112.40
内用薬 6250019F1055 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 112.40
内用薬 6250019F1063 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 112.40
内用薬 6250019F1071 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 112.40
内用薬 6250019F1080 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 112.40
内用薬 6250019F1098 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 112.40
内用薬 6250019F1110 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 112.40
内用薬 6250019F1128 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 112.40
内用薬 6250019F1136 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＰＰ」 サンファーマ 112.40
内用薬 6250019F1144 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 112.40
内用薬 6250019F1152 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 112.40
内用薬 6250019F1160 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 112.40
内用薬 6250019F1179 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 112.40
内用薬 6250019F1187 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 112.40
内用薬 6250019F1195 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「科研」 シオノケミカル 171.50
内用薬 6250019F1209 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
112.40

内用薬 6250019F1217 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 112.40
内用薬 6250019F1225 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サトウ」 佐藤製薬 112.40
内用薬 6250019F1233 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 112.40
内用薬 6250019F1241 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 112.40
内用薬 6250019F1250 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 112.40
内用薬 6250019F1268 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 112.40
内用薬 6250019F1276 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 112.40
内用薬 6250019F1284 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 112.40
内用薬 6250019F1292 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓器」 東洋カプセル 184.50
内用薬 6250019F1306 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 112.40
内用薬 6250019F1314 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
112.40

内用薬 6250019F1330 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 アスペンジャパン 112.40
内用薬 6250019F1349 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 112.40
内用薬 6250019F2027 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１包 バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 112.40
内用薬 6250021M1035 オセルタミビルリン酸塩 ７５ｍｇ１カプセル オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 119.60
内用薬 6250021R1032 オセルタミビルリン酸塩 ３％１ｇ オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 沢井製薬 88.60
内用薬 6250022F1030 リバビリン ２００ｍｇ１錠 リバビリン錠２００ｍｇＲＥ「マイラン」 高田製薬 257.40
内用薬 6250029F1016 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル０．５ｍｇ錠 131.90
内用薬 6250029F1105 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 239.70
内用薬 6250029F2012 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル０．５ｍｇ口腔内崩壊錠 131.90
内用薬 6250031F1030 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 114.40
内用薬 6250031F1048 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 ダイト 114.40
内用薬 6250031F1056 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 114.40
内用薬 6250031F1064 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 コーアバイオテック

ベイ
114.40

内用薬 6250031F1072 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ 114.40
内用薬 6250031F1080 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 114.40
内用薬 6250031F1099 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 114.40
内用薬 6250031F1102 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 114.40
内用薬 6250031F1110 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 114.40
内用薬 6250031F1129 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 114.40
内用薬 6250031F1137 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「日本臓器」 小財家興産 114.40
内用薬 6250031F2028 ファムシクロビル ５００ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 168.60
内用薬 6250031F2036 ファムシクロビル ５００ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠５００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 168.60
内用薬 6250031F2044 ファムシクロビル ５００ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓器」 小財家興産 168.60
内用薬 6250102F1040 ラミブジン・アバカビル硫酸 １錠 ラバミコム配合錠「アメル」 共和薬品工業 1,103.90
内用薬 6290002M1011 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾール５０ｍｇカプセル 145.00
内用薬 6290002M2018 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾール１００ｍｇカプセル 226.90
内用薬 6290004F1011 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール５０ｍｇ錠 101.70
内用薬 6290004F2018 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコナゾール１００ｍｇ錠 198.20
内用薬 6290004F3014 イトラコナゾール ２００ｍｇ１錠 イトラコナゾール２００ｍｇ錠 473.30
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内用薬 6290004M1010 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトラコナゾール５０ｍｇカプセル 101.70
内用薬 6290004S1036 イトラコナゾール １％１ｍＬ イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 ファイザー 32.30
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 45.90
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 76.50
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 76.50
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 76.50
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 76.50
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 76.50
内用薬 7213012D1029 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 １ｇ バルギン発泡顆粒 カイゲンファーマ 11.80
内用薬 7213014D1028 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 １ｇ バロス発泡顆粒－Ｓ 堀井薬品工業 13.80
内用薬 7213016D1027 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 １ｇ バリエース発泡顆粒 伏見製薬所 13.80
内用薬 7213017D1030 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 １ｇ バックス発泡顆粒 カイゲンファーマ 11.60
内用薬 7990100A1017 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 ナトリウム・カリウム配合散 561.30
内用薬 7990100S1020 ナトリウム・カリウム配合剤 ５００ｍＬ１瓶 ムーベン配合内用液 日本製薬 560.80
内用薬 8114004C1025 モルヒネ硫酸塩水和物 ２％１ｇ 麻 モルペス細粒２％ 藤本製薬 401.80
内用薬 8114004C2021 モルヒネ硫酸塩水和物 ６％１ｇ 麻 モルペス細粒６％ 藤本製薬 1,056.60
内用薬 8114004C3028 モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１包 麻 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包１０ｍｇ「フ

ジモト」
藤本製薬 200.90

内用薬 8114004C4024 モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１包 麻 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包３０ｍｇ「フ
ジモト」

藤本製薬 528.30

内用薬 8119002F1029 オキシコドン塩酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠２．５ｍｇ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

53.40

内用薬 8119002F2025 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠５ｍｇ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

98.10

内用薬 8119002F3021 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠１０ｍｇ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

179.30

内用薬 8119002F4028 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠２０ｍｇ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

334.10

内用薬 8119002F5024 オキシコドン塩酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠２．５ｍｇＮＸ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

53.40

内用薬 8119002F6020 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠５ｍｇＮＸ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

98.10

内用薬 8119002F7027 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠１０ｍｇＮＸ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

179.30

内用薬 8119002F8023 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

334.10

内用薬 8119002G1032 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠５ｍｇ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

97.00

内用薬 8119002G2039 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠１０ｍｇ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

179.80

内用薬 8119002G3035 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠２０ｍｇ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

327.00

内用薬 8119002G4031 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠４０ｍｇ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

593.50

内用薬 8119002G5038 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

97.00

内用薬 8119002G6034 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠１０ｍｇＮＸ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

179.80

内用薬 8119002G7030 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

327.00

内用薬 8119002G8037 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン徐放錠４０ｍｇＮＸ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

593.50

内用薬 8119002N1023 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１カプセル 麻 オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 帝國製薬 97.00
内用薬 8119002N2020 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル 麻 オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テルモ」 帝國製薬 179.80
内用薬 8119002N3026 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１カプセル 麻 オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テルモ」 帝國製薬 327.00
内用薬 8119002N4022 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１カプセル 麻 オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テルモ」 帝國製薬 598.00
内用薬 8119002S1027 オキシコドン塩酸塩水和物 ２．５ｍｇ２．５ｍＬ１

包
麻 オキシコドン内服液２．５ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 89.20

内用薬 8119002S2023 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 麻 オキシコドン内服液５ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 163.10
内用薬 8119002S3020 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ５ｍＬ１包 麻 オキシコドン内服液１０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 298.30
内用薬 8119002S4026 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ５ｍＬ１包 麻 オキシコドン内服液２０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 545.50
注射薬 1119402A1014 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール２００ｍｇ２０ｍＬ注射液 423
注射薬 1119402A1073 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール１％静注２０ｍＬ「日医工」 日医工 576
注射薬 1119402A1111 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール１％静注２０ｍＬ「ファイザー」 マイラン製薬 536
注射薬 1119402A1120 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 丸石製薬 536
注射薬 1119402A2010 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール５００ｍｇ５０ｍＬ注射液 677
注射薬 1119402A3017 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１ｇ１００ｍＬ注射液 1,110
注射薬 1119402A5010 プロポフォール １ｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール１ｇ５０ｍＬ注射液 1,110
注射薬 1124401A1010 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム１０ｍｇ２ｍＬ注射液 61
注射薬 1124402A1014 ジアゼパム ５ｍｇ１管 ジアゼパム５ｍｇ注射液 57
注射薬 1124402A2010 ジアゼパム １０ｍｇ１管 ジアゼパム１０ｍｇ注射液 59
注射薬 1129400A1062 デクスメデトミジン塩酸塩 ２００μｇ２ｍＬ１瓶 デクスメデトミジン静注液２００μｇ「サンド」 サンド 1,475
注射薬 1129400A1070 デクスメデトミジン塩酸塩 ２００μｇ２ｍＬ１瓶 デクスメデトミジン静注液２００μｇ「ニプロ」 ニプロ 1,475
注射薬 1129400G1049 デクスメデトミジン塩酸塩 ２００μｇ５０ｍＬ１筒 デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬ

シリンジ「ニプロ」
ニプロ 1,941

注射薬 1143400A1045 サリチル酸ナトリウム ５％５ｍＬ１管 サリチル酸Ｎａ静注０．２５ｇ「フソー」 扶桑薬品工業 57
注射薬 1143400A2149 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 サリチル酸ナトリウム静注０．５ｇ「日新」 日新製薬（山形） 59
注射薬 1143400A2157 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 サリチル酸Ｎａ静注０．５ｇ「イセイ」 コーアイセイ 59
注射薬 1143400A2165 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 サリチル酸Ｎａ静注０．５ｇ「フソー」 扶桑薬品工業 59
注射薬 1149401A1019 ペンタゾシン １５ｍｇ１管 ペンタゾシン１５ｍｇ注射液 59
注射薬 1149401A2015 ペンタゾシン ３０ｍｇ１管 ペンタゾシン３０ｍｇ注射液 86
注射薬 1149402A1013 ケトプロフェン ５０ｍｇ１管 ケトプロフェン５０ｍｇ注射液 57
注射薬 1149403A1018 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ１管 ブプレノルフィン塩酸塩０．２ｍｇ注射液 75
注射薬 1149403A2014 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．３ｍｇ１管 ブプレノルフィン塩酸塩０．３ｍｇ注射液 97
注射薬 1149500A1128 コンドロイチン硫酸エステル

ナトリウム・サリチル酸ナト
リウム

２０ｍＬ１管 ザルソロイチン静注２０ｍＬ 日医工ファーマ 59

注射薬 1149501A1092 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１管 ザルチロン注 東和薬品 60

注射薬 1149501A1130 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１管 ザルソロイチン静注１０ｍＬ 日医工ファーマ 60

注射薬 1149501A1149 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１管 ヤスラミン配合静注 ニプロ 60



区分
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成分名 規格 メーカー名 薬価品名

注射薬 1149502A1011 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

２ｍＬ１管 サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合２ｍＬ注
射液

59

注射薬 1149502A1038 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

２ｍＬ１管 ジブカルソー注 日新製薬（山形） 59

注射薬 1149502A1070 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

２ｍＬ１管 ビーセルファ注 東和薬品 59

注射薬 1149502A1097 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

２ｍＬ１管 タイオゼット注２ｍＬ 武田テバファーマ 59

注射薬 1149503A1016 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

５ｍＬ１管 サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合５ｍＬ注
射液

62

注射薬 1149503A1032 サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合剤

５ｍＬ１管 ジブカルソー注 日新製薬（山形） 69

注射薬 1149601A2097 ワクシニアウイルス接種家兎
炎症皮膚抽出液

３ｍＬ１管 ナブトピン注３．６単位 東菱薬品工業 73

注射薬 1162400A1067 乳酸ビペリデン ０．５％１ｍＬ１管 乳酸ビペリデン注５ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 57
注射薬 1179404A1097 ハロペリドール ０．５％１ｍＬ１管 局 ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 57
注射薬 1190401A1015 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン３０ｍｇ２０ｍＬ注射液 1,033
注射薬 1190401A1031 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 2,290
注射薬 1190401A1058 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 1,375
注射薬 1190401A1112 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 1,285
注射薬 1190401A1147 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
1,285

注射薬 1190401A1171 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 2,290
注射薬 1190401A1198 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 2,290
注射薬 1190401A1201 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「日医工」 日医工 1,285
注射薬 1190401A2020 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,285
注射薬 1190401G1018 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１

キット
エダラボン３０ｍｇ１００ｍＬキット 836

注射薬 1190401G1034 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 1,297

注射薬 1190401G1050 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「タカタ」 高田製薬 1,297

注射薬 1190401G1077 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 1,297

注射薬 1190401G1085 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「サワイ」 沢井製薬 1,297

注射薬 1190401G1093 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,297

注射薬 1190401G1115 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」 日医工 1,297

注射薬 1190401G1131 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 2,047

注射薬 1190401G1140 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 1,404

注射薬 1190401G1166 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

1,297

注射薬 1190401G1174 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「トーワ」 東和薬品 1,297

注射薬 1190401G1190 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 1,297

注射薬 1214400A5060 リドカイン塩酸塩 ０．５％５ｍＬ１管 局 リドカイン塩酸塩注０．５％「日新」 日新製薬（山形） 59
注射薬 1214400A5079 リドカイン塩酸塩 ０．５％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注射液０．５％「ファイザー」 マイラン製薬 59
注射薬 1214400A6067 リドカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍＬ１管 局 リドカイン塩酸塩注０．５％「日新」 日新製薬（山形） 66
注射薬 1214400A6075 リドカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注射液０．５％「ファイザー」 マイラン製薬 66
注射薬 1214400A7063 リドカイン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 局 リドカイン塩酸塩注１％「日新」 日新製薬（山形） 59
注射薬 1214400A7071 リドカイン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイザー」 マイラン製薬 59
注射薬 1214400A8060 リドカイン塩酸塩 １％１０ｍＬ１管 局 リドカイン塩酸塩注１％「日新」 日新製薬（山形） 80
注射薬 1214400A8078 リドカイン塩酸塩 １％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイザー」 マイラン製薬 80
注射薬 1214400A9066 リドカイン塩酸塩 ２％５ｍＬ１管 局 リドカイン塩酸塩注２％「日新」 日新製薬（山形） 59
注射薬 1214400A9074 リドカイン塩酸塩 ２％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイザー」 マイラン製薬 59
注射薬 1214400G1025 リドカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍＬ１筒 局 キシロカイン注シリンジ０．５％ ニプロ 211
注射薬 1214400G2021 リドカイン塩酸塩 １％１０ｍＬ１筒 局 キシロカイン注シリンジ１％ ニプロ 187
注射薬 1214400H1063 リドカイン塩酸塩 ２％１０ｍＬ１管 局 リドカイン塩酸塩注２％「日新」 日新製薬（山形） 98
注射薬 1214400H1071 リドカイン塩酸塩 ２％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイザー」 マイラン製薬 93
注射薬 1214404A2035 リドカイン １％２００ｍＬ１袋 局 リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 高田製薬 489
注射薬 1214406G1022 メピバカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍＬ１筒 局 塩酸メピバカイン注シリンジ０．５％「ＮＰ」 ニプロ 188
注射薬 1214406G2029 メピバカイン塩酸塩 １％１０ｍＬ１筒 局 塩酸メピバカイン注シリンジ１％「ＮＰ」 ニプロ 168
注射薬 1214406G3025 メピバカイン塩酸塩 ２％１０ｍＬ１筒 局 塩酸メピバカイン注シリンジ２％「ＮＰ」 ニプロ 233
注射薬 1229403F1050 ベクロニウム臭化物 ４ｍｇ１管（溶解液付） ベクロニウム静注用４ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 210
注射薬 1229403F2049 ベクロニウム臭化物 １０ｍｇ１瓶 ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 406
注射薬 1229405A1036 ロクロニウム臭化物 ２５ｍｇ２．５ｍＬ１瓶 ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／２．５ｍＬ

「Ｆ」
富士製薬工業 216

注射薬 1229405A1044 ロクロニウム臭化物 ２５ｍｇ２．５ｍＬ１瓶 ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／２．５ｍＬ
「マルイシ」

丸石製薬 216

注射薬 1229405A1052 ロクロニウム臭化物 ２５ｍｇ２．５ｍＬ１瓶 ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／２．５ｍＬ
「ＦＫ」

フレゼニウスカービ
ジャパン

216

注射薬 1229405A2032 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 360

注射薬 1229405A2040 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ
「マルイシ」

丸石製薬 360

注射薬 1229405A2059 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ
「ＦＫ」

フレゼニウスカービ
ジャパン

360

注射薬 1242401A1331 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 57
注射薬 1242401A1366 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 57
注射薬 1242401A1374 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 57
注射薬 1242401A1382 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注射液２０ｍｇ「タカ

タ」
高田製薬 57

注射薬 1242401G1032 ブチルスコポラミン臭化物 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇシリンジ
「ＮＰ」

ニプロ 139

注射薬 1242406G1035 アトロピン硫酸塩水和物 ０．０５％１ｍＬ１筒 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 テルモ 146
注射薬 2115401A1171 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ジプロフィリン注３００ｍｇ「日医工」 日医工 51
注射薬 2115401A1198 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ジプロフィリン注３００ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 51
注射薬 2115401A1210 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ジプロフィリン注３００ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 51
注射薬 2115403A1030 安息香酸ナトリウムカフェイ １０％１ｍＬ１管 アンナカ注「フソー」－１０％ 扶桑薬品工業 64
注射薬 2115403A1049 安息香酸ナトリウムカフェイ １０％１ｍＬ１管 安息香酸Ｎａカフェイン注１００ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 64
注射薬 2115403A2037 安息香酸ナトリウムカフェイ ２０％１ｍＬ１管 アンナカ注「フソー」－２０％ 扶桑薬品工業 64
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注射薬 2115403A2045 安息香酸ナトリウムカフェイ ２０％１ｍＬ１管 安息香酸Ｎａカフェイン注２００ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 64
注射薬 2119402A1019 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管 ドパミン塩酸塩１００ｍｇ５ｍＬ注射液 97
注射薬 2119402A3011 ドパミン塩酸塩 ５０ｍｇ２．５ｍＬ１管 ドパミン塩酸塩５０ｍｇ２．５ｍＬ注射液 131
注射薬 2119402A4123 ドパミン塩酸塩 ２００ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ツルドパミ点滴静注２００ｍｇ 鶴原製薬 132
注射薬 2119402A4182 ドパミン塩酸塩 ２００ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファーマ 132

注射薬 2119402P1011 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 ドパミン塩酸塩０．１％２００ｍＬキット 307
注射薬 2119402P1089 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 局 カコージンＤ注０．１％ 日本製薬 845
注射薬 2119402P1097 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 局 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット

「ファイザー」
マイラン製薬 818

注射薬 2119402P1100 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 局 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇバッグ「武
田テバ」

武田テバ薬品 845

注射薬 2119402P1119 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 局 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇバッグ「ニ
チヤク」

日本製薬 845

注射薬 2119402P2018 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 ドパミン塩酸塩０．３％２００ｍＬキット 515
注射薬 2119402P2085 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 局 カコージンＤ注０．３％ 日本製薬 1,185
注射薬 2119402P2107 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 局 ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット

「ファイザー」
マイラン製薬 1,185

注射薬 2119402P2115 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 局 ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇバッグ「武
田テバ」

武田テバ薬品 1,233

注射薬 2119402P2123 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 局 ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇバッグ「ニ
チヤク」

日本製薬 1,185

注射薬 2119404A1018 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩１００ｍｇ注射液 222
注射薬 2119404A1190 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 共創未来ファーマ 354
注射薬 2119404G3013 ドブタミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 ドブタミン塩酸塩０．１％２００ｍＬキット 1,054
注射薬 2119404G4010 ドブタミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 ドブタミン塩酸塩０．３％２００ｍＬキット 1,994
注射薬 2119404G5016 ドブタミン塩酸塩 ０．１％５０ｍＬ１筒 ドブタミン塩酸塩０．１％５０ｍＬキット 377
注射薬 2119404G6012 ドブタミン塩酸塩 ０．３％５０ｍＬ１筒 ドブタミン塩酸塩０．３％５０ｍＬキット 589
注射薬 2119404G7019 ドブタミン塩酸塩 ０．６％５０ｍＬ１筒 ドブタミン塩酸塩０．６％５０ｍＬキット 1,109
注射薬 2119408A1016 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ミルリノン１０ｍｇ１０ｍＬ注射液 1,518
注射薬 2119408A2020 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 2,295
注射薬 2119408A3019 ミルリノン ２２．５ｍｇ１５０ｍＬ

１瓶
ミルリノン２２．５ｍｇ１５０ｍＬ注射液 4,425

注射薬 2119408G1019 ミルリノン ２２．５ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

ミルリノン２２．５ｍｇ１５０ｍＬキット 2,827

注射薬 2129402A1015 ベラパミル塩酸塩 ０．２５％２ｍＬ１管 ベラパミル塩酸塩０．２５％２ｍＬ注射液 168
注射薬 2129409G1036 リドカイン塩酸塩 ２％５ｍＬ１筒 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 テルモ 148
注射薬 2129410A1036 アミオダロン塩酸塩 １５０ｍｇ３ｍＬ１管 アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 1,078
注射薬 2133400D3018 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１瓶 カンレノ酸カリウム２００ｍｇ注射用 193
注射薬 2133400D4014 カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１瓶 カンレノ酸カリウム１００ｍｇ注射用 121
注射薬 2139401A2161 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 58
注射薬 2139401A2196 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 日医工 58
注射薬 2139401A2218 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注２０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 58
注射薬 2139401A2226 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 58
注射薬 2149400A1019 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩２ｍｇ２ｍＬ注射液 94
注射薬 2149400A2015 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩１０ｍｇ１０ｍＬ注射液 122
注射薬 2149400A3011 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩２５ｍｇ２５ｍＬ注射液 241
注射薬 2149400A4034 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１瓶 局 ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「ＦＹ」 富士薬品 402
注射薬 2171402A1159 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 ジピリダモール静注液１０ｍｇ「日医工」 日医工 57
注射薬 2171403A1013 ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 ニトログリセリン１ｍｇ２ｍＬ注射液 88
注射薬 2171403A2010 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 ニトログリセリン５ｍｇ１０ｍＬ注射液 254
注射薬 2171403A3016 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ニトログリセリン２５ｍｇ５０ｍＬ注射液 1,065
注射薬 2171403A4012 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 ニトログリセリン５０ｍｇ１００ｍＬ注射液 1,731
注射薬 2171403A7011 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 ニトログリセリン５０ｍｇ１００ｍＬ注射液 1,731
注射薬 2171403A8018 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ニトログリセリン２５ｍｇ５０ｍＬ注射液 1,065
注射薬 2171403A9014 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ニトログリセリン５ｍｇ１０ｍＬ注射液 254
注射薬 2171403G1024 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１筒 ニトログリセリン注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ

「テルモ」
テルモ 1,241

注射薬 2171403G1032 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１筒 ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシリン
ジ「ＴＥ」

トーアエイヨー 1,241

注射薬 2171404A1018 硝酸イソソルビド ０．０５％１０ｍＬ１管 硝酸イソソルビド０．０５％１０ｍＬ注射液 158
注射薬 2171404A2014 硝酸イソソルビド ０．１％５ｍＬ１管 硝酸イソソルビド０．１％５ｍＬ注射液 162
注射薬 2171404A4017 硝酸イソソルビド ０．０５％１００ｍＬ１

瓶
硝酸イソソルビド０．０５％１００ｍＬ注射液 1,169

注射薬 2171404A5013 硝酸イソソルビド ０．１％５０ｍＬ１瓶 硝酸イソソルビド０．１％５０ｍＬ注射液 1,153
注射薬 2171404A6010 硝酸イソソルビド ０．１％１００ｍＬ１瓶 硝酸イソソルビド０．１％１００ｍＬ注射液 1,629
注射薬 2171405D1019 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１管 ジルチアゼム塩酸塩１０ｍｇ注射用 132
注射薬 2171405D2015 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１管 ジルチアゼム塩酸塩５０ｍｇ注射用 397
注射薬 2171405D3011 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩２５０ｍｇ注射用 1,110
注射薬 2171405D4018 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩１０ｍｇ注射用 113
注射薬 2171405D5014 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩５０ｍｇ注射用 327
注射薬 2171406D1013 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル２ｍｇ注射用 109
注射薬 2171406D2010 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル１２ｍｇ注射用 442
注射薬 2171406D3016 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル４８ｍｇ注射用 1,390
注射薬 2190402D1010 アルプロスタジル　アルファ

デクス
２０μｇ１管 アルプロスタジル　アルファデクス２０μｇ注射

用
321

注射薬 2190402D2017 アルプロスタジル　アルファ
デクス

５００μｇ１瓶 アルプロスタジル　アルファデクス５００μｇ注
射用

4,236

注射薬 2190402D3013 アルプロスタジル　アルファ
デクス

２０μｇ１瓶 アルプロスタジル　アルファデクス２０μｇ注射
用

321

注射薬 2190404A1323 シチコリン ５％２ｍＬ１管 シチコリン注１００ｍｇ／２ｍＬ「日医工」 日医工 57
注射薬 2190404A1340 シチコリン ５％２ｍＬ１管 シチコリン注１００ｍｇ／２ｍＬ「ＮＰ」 ニプロ 57
注射薬 2190404A5019 シチコリン ５％１０ｍＬ１管 シチコリン５％１０ｍＬ注射液 83
注射薬 2190404G1024 シチコリン ５００ｍｇ２ｍＬ１筒 シチコリンＨ注５００ｍｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロ 193
注射薬 2190404H1011 シチコリン １２．５％２ｍＬ１管 シチコリン１２．５％２ｍＬ注射液 59
注射薬 2190404H4010 シチコリン ２５％２ｍＬ１管 シチコリン２５％２ｍＬ注射液 68
注射薬 2190404H5017 シチコリン ２５％４ｍＬ１管 シチコリン２５％４ｍＬ注射液 127
注射薬 2190406A1012 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 アルプロスタジル５μｇ１ｍＬ注射液 712
注射薬 2190406A1128 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注５μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 1,370
注射薬 2190406A2019 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 アルプロスタジル１０μｇ２ｍＬ注射液 1,026
注射薬 2190406G1015 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル５μｇ１ｍＬキット 953
注射薬 2190406G1090 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「科研」 武田テバファーマ 1,086
注射薬 2190406G2011 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル１０μｇ２ｍＬキット 1,092
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注射薬 2190406G2119 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「科研」 武田テバファーマ 1,092
注射薬 2190408A1011 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 アルガトロバン１０ｍｇ２０ｍＬ注射液 739
注射薬 2190408G1057 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１筒 アルガトロバン注シリンジ１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 933
注射薬 2190408G1073 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１筒 アルガトロバン注１０ｍｇシリンジ「ＳＮ」 シオノケミカル 995
注射薬 2190413F1060 エポプロステノールナトリウ

ム
０．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 7,690

注射薬 2190413F1079 エポプロステノールナトリウ
ム

０．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ヤンセ
ン」

ヤンセンファーマ 6,922

注射薬 2190413F2032 エポプロステノールナトリウ ０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 4,825
注射薬 2190413F2067 エポプロステノールナトリウ ０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 4,825
注射薬 2190413F2075 エポプロステノールナトリウ

ム
０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ヤンセ

ン」
ヤンセンファーマ 4,825

注射薬 2190413F3039 エポプロステノールナトリウ １．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 9,009
注射薬 2190413F3063 エポプロステノールナトリウ １．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 9,009
注射薬 2190413F3071 エポプロステノールナトリウ

ム
１．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ヤンセ

ン」
ヤンセンファーマ 9,009

注射薬 2190413F4060 エポプロステノールナトリウ
ム

１．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 13,796

注射薬 2190413F4078 エポプロステノールナトリウ
ム

１．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ヤンセ
ン」

ヤンセンファーマ 13,796

注射薬 2190414A1041 ファスジル塩酸塩水和物 ３０．８ｍｇ２ｍＬ１管 ファスジル塩酸塩点滴静注液３０ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア 1,036
注射薬 2190415A1038 エポプロステノールナトリウ

ム専用溶解液
５０ｍＬ１瓶 エポプロステノール静注用「Ｆ」専用溶解液 富士製薬工業 664

注射薬 2190415A1054 エポプロステノールナトリウ
ム専用溶解液

５０ｍＬ１瓶 エポプロステノール静注用「テバ」専用溶解用液 武田テバファーマ 664

注射薬 2190501A1018 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１瓶 濃グリセリン・果糖２００ｍＬ注射液 197
注射薬 2190501A2014 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１瓶 濃グリセリン・果糖３００ｍＬ注射液 245
注射薬 2190501A3010 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 濃グリセリン・果糖５００ｍＬ注射液 290
注射薬 2190501A4017 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖２００ｍＬ注射液 197
注射薬 2190501A5013 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖５００ｍＬ注射液 290
注射薬 2190501A6010 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖３００ｍＬ注射液 245
注射薬 2219403A1019 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル０．５ｍｇ５ｍＬ注射液 1,078
注射薬 2219403A1035 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 1,220
注射薬 2219403A1043 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,220
注射薬 2219403A1060 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 1,220
注射薬 2219403A1078 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「マイラン」 富士薬品 1,220
注射薬 2219403A2015 フルマゼニル ０．２ｍｇ２ｍＬ１管 フルマゼニル０．２ｍｇ２ｍＬ注射液 538
注射薬 2223400A1042 デキストロメトルファン臭化

水素酸塩水和物
０．５％１ｍＬ１管 デキストロメトルファン臭化水素酸塩注射液５ｍ

ｇ「日医工」
日医工 55

注射薬 2234400A1054 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％２ｍＬ１管 ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 57
注射薬 2325400A1018 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン１０％２ｍＬ注射液 57
注射薬 2325401A3015 ファモチジン ２０ｍｇ２０ｍＬ１管 ファモチジン２０ｍｇ２０ｍＬ注射液 97
注射薬 2325401A4011 ファモチジン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ファモチジン１０ｍｇ１０ｍＬ注射液 97
注射薬 2325401D1019 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン２０ｍｇ注射用 97
注射薬 2325401D2015 ファモチジン １０ｍｇ１管 ファモチジン１０ｍｇ注射用 97
注射薬 2325401D3011 ファモチジン ２０ｍｇ１瓶 ファモチジン２０ｍｇ注射用 97
注射薬 2325402A1017 ラニチジン塩酸塩 ２．５％２ｍＬ１管 ラニチジン塩酸塩２．５％２ｍＬ注射液 64
注射薬 2325402A2013 ラニチジン塩酸塩 ２．５％４ｍＬ１管 ラニチジン塩酸塩２．５％４ｍＬ注射液 117
注射薬 2325402G1036 ラニチジン塩酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１筒 ラニチジン注５０ｍｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロ 200
注射薬 2325402G2032 ラニチジン塩酸塩 １００ｍｇ４ｍＬ１筒 ラニチジン注１００ｍｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロ 207
注射薬 2329403D1041 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 217
注射薬 2329403D1068 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 日医工 217
注射薬 2329403D1084 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 217
注射薬 2391400A3016 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン塩酸塩１ｍｇ１ｍＬ注射液 478
注射薬 2391400A3032 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 739
注射薬 2391400A3067 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＮＫ」 沢井製薬 739
注射薬 2391400A3105 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「日医工」 日医工 803
注射薬 2391400A3121 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 739
注射薬 2391400A3130 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 739
注射薬 2391400A3148 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 739
注射薬 2391400A3156 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 803
注射薬 2391400A3164 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
739

注射薬 2391400A3172 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 803
注射薬 2391400A3199 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 803
注射薬 2391400A4012 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン塩酸塩３ｍｇ３ｍＬ注射液 894
注射薬 2391400A4039 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 1,427
注射薬 2391400A4055 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 1,427
注射薬 2391400A4071 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＮＫ」 沢井製薬 1,427
注射薬 2391400A4110 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,545
注射薬 2391400A4128 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「日医工」 日医工 1,545
注射薬 2391400A4144 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,427
注射薬 2391400A4179 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
1,427

注射薬 2391400A4195 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 1,427
注射薬 2391400G1016 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン塩酸塩３ｍｇ１００ｍＬキット 1,052
注射薬 2391400G1075 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「サワ

イ」
沢井製薬 1,540

注射薬 2391400G1113 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「日医
工」

日医工 1,540

注射薬 2391400G1121 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,540

注射薬 2391400G1156 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍ
Ｌ「ＨＫ」

光製薬 1,540

注射薬 2391400G1164 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍ
Ｌ「ＮＫ」

高田製薬 1,540

注射薬 2391400G1199 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍ
Ｌ「テバ」

武田テバファーマ 1,540

注射薬 2391400G1202 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍ
Ｌ「テルモ」

テルモ 1,540

注射薬 2391400G2020 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１筒 グラニセトロン静注液３ｍｇシリンジ「ＮＫ」 沢井製薬 1,540
注射薬 2391400G2039 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１筒 グラニセトロン静注液３ｍｇシリンジ「サワイ」 メディサ新薬 1,540
注射薬 2391400G3019 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１筒 グラニセトロン塩酸塩１ｍｇ１ｍＬキット 900
注射薬 2391400G4015 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン塩酸塩３ｍｇ５０ｍＬキット 1,052
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注射薬 2391400G4031 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５０ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 1,540

注射薬 2391400G4058 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５０ｍＬ
「ＮＫ」

高田製薬 1,540

注射薬 2391400G4082 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５０ｍＬ
「テバ」

武田テバファーマ 1,540

注射薬 2391400G5011 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン塩酸塩１ｍｇ５０ｍＬキット 900
注射薬 2391401A1034 オンダンセトロン塩酸塩水和 ４ｍｇ２ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液４ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 1,251
注射薬 2391401A1050 オンダンセトロン塩酸塩水和 ４ｍｇ２ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液４ｍｇ「サンド」 サンド 1,762
注射薬 2391401A2014 オンダンセトロン塩酸塩水和 ２ｍｇ１ｍＬ１管 オンダンセトロン塩酸塩２ｍｇ１ｍＬ注射液 546
注射薬 2391401G1045 オンダンセトロン塩酸塩水和 ４ｍｇ２ｍＬ１筒 オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「マルイシ」 丸石製薬 3,524
注射薬 2391402A1055 アザセトロン塩酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１管 アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 2,755
注射薬 2391403A1033 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ラモセトロン塩酸塩注射液０．３ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
高田製薬 1,228

注射薬 2391403A1041 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 1,228
注射薬 2391403G1036 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１筒 ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇシリンジ

「Ｆ」
富士製薬工業 2,596

注射薬 2399401A1130 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 57
注射薬 2399401A1148 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 塩酸メトクロプラミド注射液１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 57
注射薬 2399403F1039 インフリキシマブ（遺伝子組

換え）［インフリキシマブ後
続１］

１００ｍｇ１瓶 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 36,980

注射薬 2399403F1047 インフリキシマブ（遺伝子組
換え）［インフリキシマブ後
続１］

１００ｍｇ１瓶 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「Ｃ
ＴＨ」

Ｃｅｌｌｔｒｉｏｎ 30,115

注射薬 2399404F1025 インフリキシマブ（遺伝子組
換え）［インフリキシマブ後
続２］

１００ｍｇ１瓶 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「あ
ゆみ」

あゆみ製薬 36,980

注射薬 2399404F1033 インフリキシマブ（遺伝子組
換え）［インフリキシマブ後
続２］

１００ｍｇ１瓶 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「日
医工」

日医工 36,980

注射薬 2399406F1024 インフリキシマブ（遺伝子組
換え）［インフリキシマブ後
続３］

１００ｍｇ１瓶 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 36,980

注射薬 2412402A3033 ソマトロピン（遺伝子組換
え）

５ｍｇ１筒 ソマトロピンＢＳ皮下注５ｍｇ「サンド」シュア
パル

サンド 15,732

注射薬 2412402A4030 ソマトロピン（遺伝子組換
え）

１０ｍｇ１筒 ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」シュ
アパル

サンド 30,124

注射薬 2413400D1086 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１瓶（溶解液
付）

ＨＭＧ注射用７５ＩＵ「フェリング」 フェリング・ファー
マ

1,099

注射薬 2413400D2082 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１瓶（溶解液
付）

ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 フェリング・ファー
マ

1,377

注射薬 2413400D3119 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ筋注用７５単位「Ｆ」 富士製薬工業 1,074

注射薬 2413400D3135 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ筋注用７５単位「あすか」 あすか製薬 1,099

注射薬 2413400D4093 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 富士製薬工業 1,377

注射薬 2413400D4115 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「あすか」 あすか製薬 1,377

注射薬 2413403A1040 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

フォリルモンＰ注７５ 富士製薬工業 1,303

注射薬 2413403A1067 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

ｕＦＳＨ注用７５単位「あすか」 あすか製薬 1,263

注射薬 2413403D1020 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解液
付）

フォリルモンＰ注１５０ 富士製薬工業 1,523

注射薬 2413403D1047 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解液
付）

ｕＦＳＨ注用１５０単位「あすか」 あすか製薬 1,574

注射薬 2439402G1029 テリパラチド（遺伝子組換
え）［テリパラチド後続１］

６００μｇ１キット テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチ
ダ」

持田製薬 23,746

注射薬 2451402G1040 アドレナリン ０．１％１ｍＬ１筒 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 テルモ 151
注射薬 2452400D1092 ヒドロコルチゾンコハク酸エ

ステルナトリウム
１００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サクシゾン注射用１００ｍｇ 武田テバ薬品 291

注射薬 2452400D1106 ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

１００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ注射用１
００ｍｇ「武田テバ」

武田テバ薬品 291

注射薬 2452400D4032 ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

３００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サクシゾン注射用３００ｍｇ 武田テバ薬品 903

注射薬 2452400D4040 ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

３００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ注射用３
００ｍｇ「武田テバ」

武田テバ薬品 903

注射薬 2452400D6078 ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サクシゾン静注用５００ｍｇ 武田テバ薬品 1,159

注射薬 2452400D6086 ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ静注用５
００ｍｇ「武田テバ」

武田テバ薬品 1,159

注射薬 2452400D7058 ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） サクシゾン静注用１０００ｍｇ 武田テバ薬品 2,107

注射薬 2452400D7066 ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ静注用１
０００ｍｇ「武田テバ」

武田テバ薬品 2,107

注射薬 2452402A1010 ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルナトリウム

１００ｍｇ２ｍＬ１管 ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム１０
０ｍｇ２ｍＬ注射液

198

注射薬 2452402A5015 ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルナトリウム

５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム５０
０ｍｇ１０ｍＬ注射液

746

注射薬 2454404A1080 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

２ｍｇ１管 リノロサール注射液２ｍｇ（０．４％） わかもと製薬 61

注射薬 2454404A2087 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

４ｍｇ１管 リノロサール注射液４ｍｇ（０．４％） わかもと製薬 87

注射薬 2454404A3083 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

２０ｍｇ１管 リノロサール注射液２０ｍｇ（０．４％） わかもと製薬 430

注射薬 2454405A9060 デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ソルコート静注液１００ｍｇ 富士製薬工業 2,387

注射薬 2454405H1032 デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

１．６５ｍｇ０．５ｍＬ
１管

デキサート注射液１．６５ｍｇ 富士製薬工業 57

注射薬 2454405H3035 デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

３．３ｍｇ１ｍＬ１管 デキサート注射液３．３ｍｇ 富士製薬工業 87

注射薬 2454405H5038 デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶 デキサート注射液６．６ｍｇ 富士製薬工業 149

注射薬 2456400D1016 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウ
ム４０ｍｇ注射用

178

注射薬 2456400D2012 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウ
ム１２５ｍｇ注射用

315
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注射薬 2456400D3019 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウ
ム５００ｍｇ注射用

945

注射薬 2456400D4015 メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウ
ム１ｇ注射用

1,732

注射薬 2459400D2057 プラステロン硫酸エステルナ
トリウム水和物

２００ｍｇ１瓶 レボスパ静注用２００ｍｇ コーアイセイ 752

注射薬 2477400A2067 ヒドロキシプロゲステロンカ
プロン酸エステル

１２５ｍｇ１管 プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ 富士製薬工業 126

注射薬 2481402A1020 テストステロンエナント酸エ
ステル・エストラジオール吉
草酸エステル

１ｍＬ１管 ダイホルモン・デポー注 持田製薬 386

注射薬 2492420A1021 インスリングラルギン（遺伝
子組換え）［インスリングラ
ルギン後続１］

３００単位１筒 インスリン　グラルギンＢＳ注カート「リリー」 日本イーライリリー 828

注射薬 2492420G1024 インスリングラルギン（遺伝
子組換え）［インスリングラ
ルギン後続１］

３００単位１キット インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リ
リー」

日本イーライリリー 1,316

注射薬 2492421G1029 インスリングラルギン（遺伝
子組換え）［インスリングラ
ルギン後続２］

３００単位１キット インスリン　グラルギンＢＳ注キット「ＦＦＰ」 富士フイルム富山化
学

1,316

注射薬 2492422A1020 インスリンリスプロ（遺伝子
組換え）［インスリンリスプ
ロ後続１］

１００単位１ｍＬバイア
ル

インスリン　リスプロＢＳ注１００単位／ｍＬ
ＨＵ「サノフィ」

サノフィ 188

注射薬 2492422A2027 インスリンリスプロ（遺伝子
組換え）［インスリンリスプ
ロ後続１］

３００単位１筒 インスリン　リスプロＢＳ注カート　ＨＵ「サノ
フィ」

サノフィ 558

注射薬 2492422G1023 インスリンリスプロ（遺伝子
組換え）［インスリンリスプ
ロ後続１］

３００単位１キット インスリン　リスプロＢＳ注ソロスター　ＨＵ
「サノフィ」

サノフィ 1,203

注射薬 2499401A2018 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 ジノプロスト１ｍｇ１ｍＬ注射液 245
注射薬 2499401A3014 ジノプロスト ２ｍｇ２ｍＬ１管 ジノプロスト２ｍｇ２ｍＬ注射液 519
注射薬 2499403A1045 オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管 オクトレオチド皮下注５０μｇ「ＳＵＮ」 サンファーマ 576
注射薬 2499403A1053 オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管 オクトレオチド皮下注５０μｇ「あすか」 あすか製薬 576
注射薬 2499403A1061 オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管 オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ「サンド」 サンド 576
注射薬 2499403A2041 オクトレオチド酢酸塩 １００μｇ１ｍＬ１管 オクトレオチド皮下注１００μｇ「ＳＵＮ」 サンファーマ 1,011
注射薬 2499403A2050 オクトレオチド酢酸塩 １００μｇ１ｍＬ１管 オクトレオチド皮下注１００μｇ「あすか」 あすか製薬 1,011
注射薬 2499403A2068 オクトレオチド酢酸塩 １００μｇ１ｍＬ１管 オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サン

ド」
サンド 1,011

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

ニプロ 16,321

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

あすか製薬 16,321

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

ニプロ 20,529

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

あすか製薬 20,529

注射薬 2511400A1048 ヘキサミン ４０％５ｍＬ１管 ヘキサミン静注液２ｇ「ニッシン」 日新製薬（山形） 127
注射薬 2531401A1118 メチルエルゴメトリンマレイ

ン酸塩
０．０２％１ｍＬ１管 パルタンＭ注０．２ｍｇ 持田製薬 59

注射薬 2531401A1126 メチルエルゴメトリンマレイ
ン酸塩

０．０２％１ｍＬ１管 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注０．２ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 59

注射薬 2531401A1142 メチルエルゴメトリンマレイ
ン酸塩

０．０２％１ｍＬ１管 メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 あすか製薬 59

注射薬 2590402A1016 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩１％５ｍＬ注射液 208
注射薬 2590402A1288 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 局 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 594
注射薬 3112401A1018 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール２．５μｇ１ｍＬ注射液 217
注射薬 3112401A1042 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「日医

工」
日医工 279

注射薬 3112401A1050 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ニプ
ロ」

ナガセ医薬品 248

注射薬 3112401A1069 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 248

注射薬 3112401A1077 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「トー
ワ」

東和薬品 248

注射薬 3112401A2014 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール５μｇ１ｍＬ注射液 287
注射薬 3112401A2049 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「日医工」 日医工 333
注射薬 3112401A2057 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ニプロ」 ナガセ医薬品 333
注射薬 3112401A2065 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 333

注射薬 3112401A2073 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「トーワ」 東和薬品 333
注射薬 3112401A3010 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール１０μｇ１ｍＬ注射液 421
注射薬 3112401A3045 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「日医

工」
日医工 524

注射薬 3112401G1029 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール静注透析用シリンジ２．５μ
ｇ「イセイ」

コーアイセイ 438

注射薬 3112401G1037 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール静注透析用シリンジ２．５μ
ｇ「フソー」

扶桑薬品工業 438

注射薬 3112401G2025 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール静注透析用シリンジ５μｇ
「イセイ」

コーアイセイ 559

注射薬 3112401G2033 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール静注透析用シリンジ５μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 559

注射薬 3112401G3021 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール静注透析用シリンジ１０μｇ
「イセイ」

コーアイセイ 708

注射薬 3112401G3030 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール静注透析用シリンジ１０μｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 708

注射薬 3112402A1039 カルシトリオール ０．５μｇ１ｍＬ１管 カルシトリオール静注液０．５μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 306
注射薬 3112402A2035 カルシトリオール １μｇ１ｍＬ１管 カルシトリオール静注液１μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 443
注射薬 3122401A2053 フルスルチアミン塩酸塩 １０ｍｇ１管 フルスルチアミン注１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 51
注射薬 3122401A3050 フルスルチアミン塩酸塩 ２５ｍｇ１０ｍＬ１管 フルスルチアミン静注２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 55
注射薬 3122401A4137 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 フルスルチアミン注５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 57
注射薬 3122401A4145 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 フルスルチアミン静注液５０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 57
注射薬 3122401A4153 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 フルスルチアミン静注５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 57
注射薬 3122402A2147 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１管 ビーカップ注１０ｍｇ コーアイセイ 51
注射薬 3131400A4085 フラビンアデニンジヌクレオ

チド
１０ｍｇ１管 ＦＡＤ注１０ｍｇ（ツルハラ） 鶴原製薬 57

注射薬 3131400A4280 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１０ｍｇ１管 ＦＡＤ注１０ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 57
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注射薬 3131400A5065 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

２０ｍｇ１管 ＦＡＤ注２０ｍｇ（ツルハラ） 鶴原製薬 57

注射薬 3131400A5243 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

２０ｍｇ１管 ＦＡＤ注２０ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 57

注射薬 3131400A7050 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

３０ｍｇ１管 ＦＡＤ注３０ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 57

注射薬 3133400A3067 パンテチン ２００ｍｇ１管 パンテチン注１０％「小林」 共和クリティケア 57
注射薬 3133400A3083 パンテチン ２００ｍｇ１管 パンテチン注２００ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 57
注射薬 3133400A3091 パンテチン ２００ｍｇ１管 パンテチン注２００ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア 57
注射薬 3133401A1069 パンテノール １００ｍｇ１管 パンテノール注１００ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア 57
注射薬 3133401A2057 パンテノール ２５０ｍｇ１管 パンテノール注２５０ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア 57
注射薬 3133401A3061 パンテノール ５００ｍｇ１管 パンテノール注５００ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア 57
注射薬 3134402A2210 ピリドキサールリン酸エステ

ル水和物
３０ｍｇ１管 ピリドキサール注３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
57

注射薬 3134402A2229 ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

３０ｍｇ１管 ピリドキサール注３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 57

注射薬 3136403A1019 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メコバラミン０．５ｍｇ注射液 57
注射薬 3136403G1038 メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒 メコバラミン注５００μｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロ 150
注射薬 3140401A1039 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管 局 アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 日新製薬（山形） 57
注射薬 3140500A2020 アスコルビン酸・Ｌ－システ

イン
２０ｍＬ１管 クリストファン注 日新製薬（山形） 58

注射薬 3160400A1150 フィトナジオン １０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注１０ｍｇ コーアイセイ 55
注射薬 3172400A1046 チアミン・アスコルビン酸配

合剤
５ｍＬ１管 プレビタＳ注射液 扶桑薬品工業 59

注射薬 3172400A1062 チアミン・アスコルビン酸配
合剤

５ｍＬ１管 サブビタン静注 共和クリティケア 59

注射薬 3179504A1051 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ジアイナミックス注射液 鶴原製薬 58

注射薬 3179504A1094 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ナイロジン注 コーアイセイ 58

注射薬 3179504A1124 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ノルニチカミン注 日新製薬（山形） 58

注射薬 3179504A1175 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 リメファー３Ｂ注射液 東和薬品 58

注射薬 3179504A1191 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ジアイナ配合静注液 鶴原製薬 58

注射薬 3179515F1030 高カロリー輸液用総合ビタミ
ン剤

１瓶 ダイメジン・マルチ注 日医工ファーマ 196

注射薬 3179517G1035 高カロリー輸液用総合ビタミ
ン剤

２筒１キット ビタジェクト注キット テルモ 268

注射薬 3229401A1134 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
管

Ｌ－アスパラギン酸Ｋ点滴静注液１０ｍＥｑ「タ
イヨー」

武田テバファーマ 57

注射薬 3229401A1142 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
管

Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注液１０ｍＥ
ｑ「日新」

日新製薬（山形） 57

注射薬 3229401G1021 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
キット

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テ
ルモ」

テルモ 173

注射薬 3229501A1019 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１管 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合２ｍＬ注射液 59

注射薬 3229501A1043 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１管 ボルビックス注 富士薬品 100

注射薬 3229501A1078 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１管 ミネラミック注 東和薬品 100

注射薬 3229501G1011 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１筒 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合２ｍＬキット 173

注射薬 3229502A1056 塩化第二鉄・硫酸亜鉛水和物
配合剤

２ｍＬ１管 ボルビサール注 富士薬品 140

注射薬 3231400G3028 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット 局 ５％糖液キットＨ ニプロ 152
注射薬 3231400G4024 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キット 局 ５％糖液キットＨ ニプロ 149
注射薬 3231400G6035 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キット 局 テルモ糖注ＴＫ テルモ 157
注射薬 3231400G9034 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１筒 局 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 テルモ 114
注射薬 3231400P1033 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１筒 局 ブドウ糖注５％シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 171
注射薬 3231400P3036 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１筒 局 ブドウ糖注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 175
注射薬 3231400P4032 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キット 局 大塚糖液５％２ポート１００ｍＬ 大塚製薬工場 149
注射薬 3231400P6027 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット 局 大塚糖液５％２ポート５０ｍＬ 大塚製薬工場 152
注射薬 3231400P7023 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット 局 テルモ糖注ＴＫ テルモ 152
注射薬 3234401G1030 キシリトール ２０％２０ｍＬ１筒 局 キシリトール注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 182
注射薬 3239512X1040 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 カロナリーＬ輸液 扶桑薬品工業 277
注射薬 3239513X1045 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 カロナリーＭ輸液 扶桑薬品工業 284
注射薬 3239514X1040 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 カロナリーＨ輸液 扶桑薬品工業 342
注射薬 3253401A6034 高カロリー輸液用総合アミノ

酸製剤
（１０％）２０ｍＬ１管 ハイ・プレアミン注－１０％ 扶桑薬品工業 59

注射薬 3253404A3047 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 ヒカリレバン注 光製薬 330
注射薬 3253404A3063 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 テルモ 330
注射薬 3253404A4043 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 ヒカリレバン注 光製薬 644
注射薬 3253404A4060 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 テルモ 644
注射薬 3259518G1059 アミノ酸・糖・電解質 ５００ｍＬ１キット ツインパル輸液 エイワイファーマ 390
注射薬 3259518G2055 アミノ酸・糖・電解質 １Ｌ１キット ツインパル輸液 エイワイファーマ 437
注射薬 3259600A1020 胎盤絨毛分解物 ２ｍＬ１管 メルスモン メルスモン製薬 200
注射薬 3259601A1024 胎盤加水分解物 ２ｍＬ１管 ラエンネック 日本生物製剤 189
注射薬 3311402G2023 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 局 生食溶解液キットＨ ニプロ 137
注射薬 3311402G4026 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 局 生食溶解液キットＨ ニプロ 140
注射薬 3311402G5049 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 局 生食注キット「フソー」 扶桑薬品工業 143
注射薬 3311402G6037 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 局 テルモ生食ＴＫ テルモ 137
注射薬 3311402G7025 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 97
注射薬 3311402G7050 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 大塚製薬工場 97
注射薬 3311402G7068 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「ＳＮ」１０ｍＬ シオノケミカル 97
注射薬 3311402G7084 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ テルモ 97
注射薬 3311402G7092 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「テバ」１０ｍＬ 武田テバファーマ 97
注射薬 3311402G8021 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 105
注射薬 3311402G8056 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ 大塚製薬工場 105
注射薬 3311402G8064 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「ＳＮ」２０ｍＬ シオノケミカル 105
注射薬 3311402G8080 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「テルモ」２０ｍＬ テルモ 105
注射薬 3311402G8099 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「テバ」２０ｍＬ 武田テバファーマ 112
注射薬 3311402G9036 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 局 大塚生食注２ポート１００ｍＬ 大塚製薬工場 137
注射薬 3311402P2040 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ 大塚製薬工場 97
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注射薬 3311402P2058 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「ＳＮ」５ｍＬ シオノケミカル 97
注射薬 3311402P2066 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 97
注射薬 3311402P2082 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「テルモ」５ｍＬ テルモ 97
注射薬 3311402P2090 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「テバ」５ｍＬ 武田テバファーマ 97
注射薬 3311402P3020 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 局 大塚生食注２ポート５０ｍＬ 大塚製薬工場 140
注射薬 3311402P4026 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 局 生食注キット「フソー」 扶桑薬品工業 145
注射薬 3311402P5022 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 局 テルモ生食ＴＫ テルモ 140
注射薬 3311402P6029 生理食塩液 ５０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 ニプロ 264
注射薬 3311403G1030 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒 局 １０％食塩注シリンジ「タイヨー」 武田テバファーマ 135
注射薬 3319400A2046 ヒドロキシエチルデンプン７

００００
６％５００ｍＬ１袋 サリンヘス輸液６％ フレゼニウスカービ

ジャパン
752

注射薬 3319401A1044 塩化アンモニウム ５モル２０ｍＬ１管 塩化アンモニウム補正液５ｍＥｑ／ｍＬ 大塚製薬工場 57
注射薬 3319402G3028 塩化カリウム １モル１０ｍＬ１キット ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 163
注射薬 3319402G4024 塩化カリウム １モル２０ｍＬ１キット ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 168
注射薬 3319403G1038 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒 局 塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 テルモ 115
注射薬 3319403G2034 塩化ナトリウム １モル２０ｍＬ１筒 塩化ナトリウム注１モルシリンジ「テルモ」 テルモ 114
注射薬 3319406G2020 リン酸二カリウム ０．５モル２０ｍＬ１

キット
リン酸２カリウム注２０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 176

注射薬 3319505A2020 デキストラン４０・ブドウ糖 ５００ｍＬ１袋 ※ 低分子デキストラン糖注（大塚製薬工場） 大塚製薬工場 772
注射薬 3319554A4043 デキストラン４０・乳酸リン

ゲル
５００ｍＬ１袋 サヴィオゾール輸液 大塚製薬工場 386

注射薬 3319560A2046 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 グルアセト３５注 共和クリティケア 165
注射薬 3319560A3026 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 グルアセト３５注 共和クリティケア 165
注射薬 3319562A1049 酢酸維持液（ブドウ糖加） ２００ｍＬ１袋 アセトキープ３Ｇ注 共和クリティケア 125
注射薬 3319562A1057 酢酸維持液（ブドウ糖加） ２００ｍＬ１袋 アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 光製薬 125
注射薬 3319562A2037 酢酸維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 アセトキープ３Ｇ注 共和クリティケア 154
注射薬 3319562A3033 酢酸維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 光製薬 150
注射薬 3319562A3050 酢酸維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 アセトキープ３Ｇ注 共和クリティケア 154
注射薬 3321401A2170 カルバゾクロムスルホン酸ナ

トリウム水和物
０．５％５ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液２５

ｍｇ「日医工」
日医工 57

注射薬 3321401A2189 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注２５ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 57

注射薬 3321401A3185 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０
ｍｇ「日医工」

日医工 57

注射薬 3321401A3193 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注５０ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 57

注射薬 3321401A4246 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１０
０ｍｇ「日医工」

日医工 57

注射薬 3321401A4254 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 57

注射薬 3321401A4262 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注１００ｍｇ
「フソー」

扶桑薬品工業 57

注射薬 3321401A4270 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注１００ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 57

注射薬 3327401A1160 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 局 トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」 日新製薬（山形） 59
注射薬 3327401A4266 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 ニプロ 69
注射薬 3327401A4274 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日

新」
日新製薬（山形） 69

注射薬 3327401A4282 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 69
注射薬 3327401G1030 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１筒 局 トラネキサム酸注１ｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロ 155
注射薬 3331401A2029 クエン酸ナトリウム水和物 ４％５００ｍＬ１袋 チトラミン液「フソー」－４％ 扶桑薬品工業 966
注射薬 3334400A3049 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１瓶 ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サワ

イ」
沢井製薬 545

注射薬 3334400A4045 ヘパリンカルシウム １０，０００単位１０ｍ
Ｌ１瓶

ヘパリンカルシウム注１万単位／１０ｍＬ「Ａ
Ｙ」

エイワイファーマ 354

注射薬 3334400A5041 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位２０ｍ
Ｌ１瓶

ヘパリンＣａ注射液２万単位／２０ｍＬ「サワ
イ」

沢井製薬 545

注射薬 3334400A6064 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍ
Ｌ１瓶

ヘパリンカルシウム注５万単位／５０ｍＬ「Ａ
Ｙ」

エイワイファーマ 911

注射薬 3334400A6072 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍ
Ｌ１瓶

ヘパリンＣａ注射液５万単位／５０ｍＬ「サワ
イ」

沢井製薬 891

注射薬 3334400A7044 ヘパリンカルシウム １００，０００単位１０
０ｍＬ１瓶

ヘパリンＣａ注射液１０万単位／１００ｍＬ「サ
ワイ」

沢井製薬 1,102

注射薬 3334400A8024 ヘパリンカルシウム １０，０００単位１瓶 ヘパリンＣａ皮下注１万単位／０．４ｍＬ「サワ
イ」

沢井製薬 375

注射薬 3334400G1022 ヘパリンカルシウム ５，０００単位０．２ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬ
シリンジ「モチダ」

持田製薬 301

注射薬 3334402A1037 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１管

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ「フソー」
２０ｍＬ

扶桑薬品工業 88

注射薬 3334402A1053 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１管

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ「ＮＳ」２
０ｍＬ

日新製薬（山形） 88

注射薬 3334402A2025 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０ｍＬ
１管

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬ「フソー」
２０ｍＬ

扶桑薬品工業 86

注射薬 3334402A3021 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０ｍＬ
１管

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬ「フソー」
２０ｍＬ

扶桑薬品工業 87

注射薬 3334402G1064 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ
「オーツカ」５ｍＬ

大塚製薬工場 87

注射薬 3334402G1110 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ
「ＳＮ」５ｍＬ

シオノケミカル 87

注射薬 3334402G1129 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ５
ｍＬ「テバ」

武田テバファーマ 87

注射薬 3334402G2079 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ
「オーツカ」１０ｍＬ

大塚製薬工場 84

注射薬 3334402G2125 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ
「ＳＮ」１０ｍＬ

シオノケミカル 90

注射薬 3334402G2133 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ１
０ｍＬ「テバ」

武田テバファーマ 90

注射薬 3334402G3067 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ
「オーツカ」５ｍＬ

大塚製薬工場 110

注射薬 3334402G3113 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ
「ＳＮ」５ｍＬ

シオノケミカル 110

注射薬 3334402G3121 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ
５ｍＬ「テバ」

武田テバファーマ 110

注射薬 3334402G4071 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ
「オーツカ」１０ｍＬ

大塚製薬工場 114

注射薬 3334402G4128 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ
「ＳＮ」１０ｍＬ

シオノケミカル 114



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

注射薬 3334402G4136 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ
１０ｍＬ「テバ」

武田テバファーマ 114

注射薬 3334402G5043 ヘパリンナトリウム ５，０００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ１
０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロ 174

注射薬 3334402G6031 ヘパリンナトリウム １０，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロ 268

注射薬 3334402G8026 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ＡＴ」

武田テバファーマ 159

注射薬 3334402G8034 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 159

注射薬 3334402G8042 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパフィルド透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ

大塚製薬工場 148

注射薬 3334402P1021 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ＡＴ」

武田テバファーマ 176

注射薬 3334402P1030 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 170

注射薬 3334402P1048 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパフィルド透析用２００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ

大塚製薬工場 170

注射薬 3334402P2028 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパフィルド透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ

大塚製薬工場 168

注射薬 3334402P2036 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ＡＴ」

武田テバファーマ 174

注射薬 3334402P2044 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 174

注射薬 3334402P2052 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ニプロ」

ニプロ 174

注射薬 3334402P3024 ヘパリンナトリウム ７，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用３５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 294

注射薬 3334402P4020 ヘパリンナトリウム ３，０００単位１２ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ１
２ｍＬ「ニプロ」

ニプロ 159

注射薬 3334402P5027 ヘパリンナトリウム ４，０００単位１６ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ１
６ｍＬ「ニプロ」

ニプロ 176

注射薬 3334403A1015 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１管

ダルテパリンナトリウム５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位注射液

499

注射薬 3334403A2011 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１瓶

ダルテパリンナトリウム５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位注射液

499

注射薬 3334403G1034 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位５ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注５千単位／５ｍＬシリンジ
「ＨＫ」

光製薬 665

注射薬 3334403G2022 ダルテパリンナトリウム ２，５００低分子ヘパリ
ン国際単位１０ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注２５００単位／１０ｍＬシ
リンジ「ニプロ」

ニプロ 426

注射薬 3334403G3029 ダルテパリンナトリウム ３，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１２ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注３０００単位／１２ｍＬシ
リンジ「ニプロ」

ニプロ 459

注射薬 3334403G4025 ダルテパリンナトリウム ４，０００低分子ヘパリ
ン国際単位１６ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注４０００単位／１６ｍＬシ
リンジ「ニプロ」

ニプロ 592

注射薬 3334403G5021 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ
ン国際単位２０ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／２０ｍＬシ
リンジ「ニプロ」

ニプロ 665

注射薬 3399408G1023 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）［フィルグラスチム後
続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「Ｆ」 富士製薬工業 2,894

注射薬 3399408G1031 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）［フィルグラスチム後
続１］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチ
ダ」

持田製薬販売 2,894

注射薬 3399408G2020 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）［フィルグラスチム後
続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 4,679

注射薬 3399408G2038 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）［フィルグラスチム後
続１］

１５０μｇ０．６ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「モ
チダ」

持田製薬販売 4,679

注射薬 3399408G3026 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）［フィルグラスチム後
続１］

３００μｇ０．７ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製薬工業 7,507

注射薬 3399408G3034 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）［フィルグラスチム後
続１］

３００μｇ０．７ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「モ
チダ」

持田製薬販売 7,507

注射薬 3399409G1028 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）［フィルグラスチム後
続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 2,894

注射薬 3399409G1036 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）［フィルグラスチム後
続２］

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「テ
バ」

武田テバファーマ 2,894

注射薬 3399409G2024 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）［フィルグラスチム後
続２］

１５０μｇ０．６ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 4,679

注射薬 3399409G2032 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）［フィルグラスチム後
続２］

１５０μｇ０．６ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「テ
バ」

武田テバファーマ 4,679

注射薬 3399409G3020 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）［フィルグラスチム後
続２］

３００μｇ０．７ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 7,507

注射薬 3399409G3039 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）［フィルグラスチム後
続２］

３００μｇ０．７ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「テ
バ」

武田テバファーマ 7,507

注射薬 3410534G1031 人工透析液 １０１０ｍＬ１キット サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ ニプロ 567
注射薬 3410534G2038 人工透析液 ２０２０ｍＬ１キット サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ ニプロ 759
注射薬 3420409A6081 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ

ディカル　ケア
ジャパン

921

注射薬 3420409A9064 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,419

注射薬 3420409H1053 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

838

注射薬 3420410A6084 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

944

注射薬 3420410A7080 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　２／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,234
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注射薬 3420410A9067 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,445

注射薬 3420410H1056 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ステイセーフバランス　２／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

607

注射薬 3420411A4060 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ステイセーフバランス　２／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

753

注射薬 3420411A6070 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,129

注射薬 3420411A7077 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　２／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,374

注射薬 3420419A8061 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　１／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,329

注射薬 3420420A7068 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,263

注射薬 3420421A4047 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ステイセーフバランス　１／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

722

注射薬 3420421A6058 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　１／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,100

注射薬 3420421A7054 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,208

注射薬 3420421A8050 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　１／４．２５　腹膜透析
液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,399

注射薬 3420432A1046 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ニコペリック腹膜透析液 テルモ 676
注射薬 3420432A2042 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ニコペリック腹膜透析液 テルモ 1,209

注射薬 3420432A3049 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ニコペリック腹膜透析液 テルモ 823
注射薬 3420432A4045 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ

付）
ニコペリック腹膜透析液 テルモ 1,267

注射薬 3919502A1155 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ニチファーゲン注 日新製薬（山形） 57

注射薬 3919502A1309 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 アミファーゲンＰ注２０ｍＬ ケミックス 57

注射薬 3919502A1350 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 キョウミノチン静注２０ｍＬ 原沢製薬工業 57

注射薬 3919502A1376 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ネオファーゲン静注２０ｍＬ 大塚製薬工場 57

注射薬 3919502A1406 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 グリファーゲン静注２０ｍＬ 日医工ファーマ 57

注射薬 3919502A1414 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 レミゲン静注２０ｍＬ 東和薬品 57

注射薬 3919502A1422 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 キョウミノチン静注ＰＬ 原沢製薬工業 57

注射薬 3919502A1430 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 グルコリン配合静注 扶桑薬品工業 57

注射薬 3919502A1449 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ヒシファーゲン配合静注 ニプロ 57

注射薬 3919502A2100 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

５ｍＬ１管 ニチファーゲン注 日新製薬（山形） 57

注射薬 3919502A4030 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

１００ｍＬ１袋 ネオファーゲン静注１００ｍＬ 大塚製薬工場 123

注射薬 3919502G1085 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 ヒシファーゲン配合静注シリンジ２０ｍＬ ニプロ 162

注射薬 3919502G2057 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

４０ｍＬ１筒 ヒシファーゲン配合静注シリンジ４０ｍＬ ニプロ 258

注射薬 3922400D3110 グルタチオン ２００ｍｇ１管 グルタチオン注射用２００ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 57
注射薬 3929407D1012 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム２５ｍｇ注射用 440
注射薬 3929407D1039 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＢＴ」 コーアバイオテック

ベイ
580

注射薬 3929407D1047 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 580
注射薬 3929407D1055 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 664
注射薬 3929407D1063 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＫ」 高田製薬 580
注射薬 3929407D1071 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 580
注射薬 3929407D1080 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５「オーハラ」 大原薬品工業 580
注射薬 3929407D1098 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 580
注射薬 3929407D1110 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 580
注射薬 3929407D1128 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「日医工」 日医工 664
注射薬 3929407D1136 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 ヤクルト本社 580
注射薬 3929407D2019 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム１００ｍｇ注射用 1,977
注射薬 3929407D2116 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 1,977
注射薬 3929407D3015 レボホリナートカルシウム ５０ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム５０ｍｇ注射用 1,584
注射薬 3959420A1029 アガルシダーゼベータ（遺伝

子組換え）［アガルシダーゼ
ベータ後続１］

５ｍｇ１瓶 アガルシダーゼ　ベータＢＳ点滴静注５ｍｇ「Ｊ
ＣＲ」

ＪＣＲファーマ 81,015

注射薬 3959420A2025 アガルシダーゼベータ（遺伝
子組換え）［アガルシダーゼ
ベータ後続１］

３５ｍｇ１瓶 アガルシダーゼ　ベータＢＳ点滴静注３５ｍｇ
「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 450,094

注射薬 3991400A4133 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液２００ｍｇ
「日医工」

日医工 59

注射薬 3992400A1085 アデノシン三リン酸二ナトリ
ウム水和物

１０ｍｇ１管 ＡＴＰ注１０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 51

注射薬 3992400A2090 アデノシン三リン酸二ナトリ
ウム水和物

２０ｍｇ１管 ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 51

注射薬 3999401A1013 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エルカトニン４０エルカトニン単位１ｍＬ注射液 235

注射薬 3999401A2010 エルカトニン １０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エルカトニン１０エルカトニン単位１ｍＬ注射液 64

注射薬 3999401A3016 エルカトニン ２０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エルカトニン２０エルカトニン単位１ｍＬ注射液 91
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注射薬 3999401G1016 エルカトニン １０エルカトニン単位１
ｍＬ１筒

エルカトニン１０エルカトニン単位１ｍＬキット 312

注射薬 3999403D1019 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ガベキサートメシル酸塩１００ｍｇ注射用 125
注射薬 3999403D2015 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶 ガベキサートメシル酸塩５００ｍｇ注射用 529
注射薬 3999407D1017 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩１０ｍｇ注射用 205
注射薬 3999407D2013 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩５０ｍｇ注射用 368
注射薬 3999407D2056 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥＫ」 小林化工 606
注射薬 3999407D2200 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用５０ｍｇ エイワイファーマ 606
注射薬 3999407D2331 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「Ａ

Ｙ」
エイワイファーマ 606

注射薬 3999407D2340 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 606

注射薬 3999407D3010 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩１００ｍｇ注射用 794
注射薬 3999407D4016 ナファモスタットメシル酸塩 １５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩１５０ｍｇ注射用 1,725
注射薬 3999408A1015 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 精製ヒアルロン酸ナトリウム１％２．５ｍＬ注射

液
259

注射薬 3999408G1018 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム１％２．５ｍＬキッ
ト

316

注射薬 3999408G1328 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 局 ヒカミロンディスポ関節注２５ｍｇ 鶴原製薬 406
注射薬 3999408G1395 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 局 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「Ｎ

Ｐ」
ニプロ 406

注射薬 3999408G1417 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 局 ヒアルロン酸ナトリウム関節注２５ｍｇシリンジ
「日医工」

日医工 406

注射薬 3999408G1433 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 局 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「トー
ワ」

東和薬品 406

注射薬 3999408G1441 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 局 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

406

注射薬 3999408G1450 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 局 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 406

注射薬 3999411A1017 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルナトリウム２０ｍｇ２ｍＬ注射液 237
注射薬 3999411A1068 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ静注液２０ｍｇ「日医工」 日医工 387
注射薬 3999411A1076 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「ＦＹ」 富士薬品 387
注射薬 3999411A2013 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 オザグレルナトリウム８０ｍｇ８ｍＬ注射液 741
注射薬 3999411A3010 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オザグレルナトリウム２０ｍｇ１ｍＬ注射液 237
注射薬 3999411A3095 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ点滴静注液２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 387
注射薬 3999411A4016 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルナトリウム８０ｍｇ４ｍＬ注射液 741
注射薬 3999411A6019 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルナトリウム４０ｍｇ２ｍＬ注射液 399
注射薬 3999411A6078 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ点滴静注液４０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 579
注射薬 3999411A7031 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２．５ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「ＦＹ」 富士薬品 579
注射薬 3999411A8011 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ５ｍＬ１管 オザグレルナトリウム８０ｍｇ５ｍＬ注射液 741
注射薬 3999411A9018 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルナトリウム４０ｍｇ４ｍＬ注射液 399
注射薬 3999411D1013 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オザグレルナトリウム２０ｍｇ注射用 237
注射薬 3999411D2010 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 オザグレルナトリウム４０ｍｇ注射用 399
注射薬 3999411G1028 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ０．５ｍＬ１筒 局 オキリコン注シリンジ２０ｍｇ 武田テバファーマ 343
注射薬 3999411G1036 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ０．５ｍＬ１筒 局 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇシリンジ「武田

テバ」
武田テバファーマ 343

注射薬 3999411G2024 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１ｍＬ１筒 局 オキリコン注シリンジ４０ｍｇ 武田テバファーマ 653
注射薬 3999411G2032 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１ｍＬ１筒 局 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇシリンジ「武田

テバ」
武田テバファーマ 653

注射薬 3999411G3020 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２ｍＬ１筒 局 オキリコン注シリンジ８０ｍｇ 武田テバファーマ 1,431
注射薬 3999411G3039 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２ｍＬ１筒 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇシリンジ「武田

テバ」
武田テバファーマ 1,431

注射薬 3999411G4035 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１筒 局 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワ
イ」

沢井製薬 638

注射薬 3999411G4043 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１筒 局 オザグレルＮａ注８０ｍｇシリンジ「ＩＰ」 共和クリティケア 1,375
注射薬 3999411G5031 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 局 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇバッグ「サワイ」 沢井製薬 1,004
注射薬 3999411G5040 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「ＤＫ」 大興製薬 1,004
注射薬 3999411G5066 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「タカ

タ」
高田製薬 1,004

注射薬 3999411G5074 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「テル
モ」

テルモ 1,004

注射薬 3999411G5082 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ／２００ｍＬ
バッグ「ＦＹ」

富士薬品 1,004

注射薬 3999411G6020 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 局 オザグレルＮａ注射液２０ｍｇシリンジ「サワ
イ」

沢井製薬 343

注射薬 3999411G7026 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１筒 局 オザグレルＮａ注射液４０ｍｇシリンジ「サワ
イ」

沢井製薬 653

注射薬 3999411G8022 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ１００ｍＬ１袋 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ／１００ｍＬ
バッグ「ＩＰ」

共和クリティケア 1,004

注射薬 3999411H1015 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 オザグレルナトリウム８０ｍｇ４ｍＬ注射液 741
注射薬 3999411H7013 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 オザグレルナトリウム２０ｍｇ１ｍＬ注射液 237
注射薬 3999411H8010 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 オザグレルナトリウム４０ｍｇ２ｍＬ注射液 399
注射薬 3999415A2119 チオクト酸 ０．５％５ｍＬ１管 チオクト酸静注２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 57
注射薬 3999418D1031 パミドロン酸二ナトリウム水

和物
１５ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 3,595

注射薬 3999418D1040 パミドロン酸二ナトリウム水
和物

１５ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 3,595

注射薬 3999418D2038 パミドロン酸二ナトリウム水
和物

３０ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 6,593

注射薬 3999418D2046 パミドロン酸二ナトリウム水
和物

３０ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 6,593

注射薬 3999419G1016 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

９００μｇ１００ｍＬ１
袋

アレンドロン酸ナトリウム９００μｇ１００ｍＬ
キット

1,098

注射薬 3999419G1040 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

９００μｇ１００ｍＬ１
袋

アレンドロン酸点滴静注バッグ９００μｇ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 1,235

注射薬 3999422D1011 シベレスタットナトリウム水
和物

１００ｍｇ１瓶 シベレスタットナトリウム１００ｍｇ注射用 1,106

注射薬 3999422D1038 シベレスタットナトリウム水
和物

１００ｍｇ１瓶 局 シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「サン
ド」

富士薬品 1,310

注射薬 3999422D1062 シベレスタットナトリウム水
和物

１００ｍｇ１瓶 局 シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 1,539

注射薬 3999422D1070 シベレスタットナトリウム水
和物

１００ｍｇ１瓶 局 シベレスタットナトリウム点滴静注用１００ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 1,180

注射薬 3999423A1052 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 8,571
注射薬 3999423A1060 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 高田製薬 8,571
注射薬 3999423A1079 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／５ｍＬ「サワ

イ」
沢井製薬 8,571



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

注射薬 3999423A1087 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「サンド」 サンド 8,571
注射薬 3999423A1095 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「日医工」 コーアイセイ 8,571
注射薬 3999423A1109 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「ニプロ」 ニプロ 8,571
注射薬 3999423A1117 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／５ｍＬ「ファイ

ザー」
マイラン製薬 8,571

注射薬 3999423A1125 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「ヤクル
ト」

コーアバイオテック
ベイ

8,571

注射薬 3999423A1150 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「テバ」 武田テバファーマ 8,571
注射薬 3999423A3020 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ

「ＮＫ」
高田製薬 8,061

注射薬 3999423A3047 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「トーワ」

東和薬品 8,061

注射薬 3999423A3055 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬバッ
グ「日医工」

日医工 8,061

注射薬 3999423A3063 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「ニプロ」

ニプロ 8,061

注射薬 3999423A3071 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬバッ
グ「ファイザー」

マイラン製薬 8,061

注射薬 3999423A3080 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「ヤクルト」

コーアバイオテック
ベイ

8,061

注射薬 3999423A3098 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬバッ
グ「サワイ」

沢井製薬 8,061

注射薬 3999423A3101 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「テバ」

武田テバファーマ 8,061

注射薬 3999423A3110 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「ＫＣＣ」

共和クリティケア 8,061

注射薬 3999425S5036 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ注１０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

1,278

注射薬 3999425S6032 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１５μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ注１５μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

1,753

注射薬 3999425S7039 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

２０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ注２０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

2,246

注射薬 3999425S8035 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

３０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ注３０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

3,183

注射薬 3999425S9031 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

４０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ注４０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

3,931

注射薬 3999425U1031 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

６０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ注６０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

5,604

注射薬 3999425U2038 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１２０μｇ０．５ｍＬ１
筒

ダルベポエチン　アルファ注１２０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

10,003

注射薬 3999425U3034 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１８０μｇ０．５ｍＬ１
筒

ダルベポエチン　アルファ注１８０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

13,784

注射薬 3999425U4030 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

５μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ注５μｇシリンジ「Ｋ
ＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

719

注射薬 3999427A1026 エポエチンカッパ（遺伝子組
換え）［エポエチンアルファ
後続１］

７５０国際単位０．５ｍ
Ｌ１瓶

エポエチンアルファＢＳ注７５０「ＪＣＲ」 ＪＣＲファーマ 560

注射薬 3999427G1029 エポエチンカッパ（遺伝子組
換え）［エポエチンアルファ
後続１］

７５０国際単位０．５ｍ
Ｌ１筒

エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣ
Ｒ」

ＪＣＲファーマ 351

注射薬 3999427G2025 エポエチンカッパ（遺伝子組
換え）［エポエチンアルファ
後続１］

１，５００国際単位１ｍ
Ｌ１筒

エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「Ｊ
ＣＲ」

ＪＣＲファーマ 547

注射薬 3999427G3021 エポエチンカッパ（遺伝子組
換え）［エポエチンアルファ
後続１］

３，０００国際単位２ｍ
Ｌ１筒

エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「Ｊ
ＣＲ」

ＪＣＲファーマ 960

注射薬 3999448D1024 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

１０ｍｇ１瓶 エタネルセプトＢＳ皮下注用１０ｍｇ「ＭＡ」 持田製薬 3,193

注射薬 3999448D2020 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

２５ｍｇ１瓶 エタネルセプトＢＳ皮下注用２５ｍｇ「ＭＡ」 持田製薬 7,186

注射薬 3999448G1020 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒 エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ０．
５ｍＬ「ＭＡ」

持田製薬 7,940

注射薬 3999448G2027 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

５０ｍｇ１ｍＬ１筒 エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇシリンジ１．
０ｍＬ「ＭＡ」

持田製薬 15,334

注射薬 3999448G3023 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

５０ｍｇ１ｍＬ１キット エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍ
Ｌ「ＭＡ」

持田製薬 15,450

注射薬 3999448G4020 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

２５ｍｇ０．５ｍＬ１
キット

エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン０．５ｍ
Ｌ「ＭＡ」

持田製薬 7,823

注射薬 3999451G1022 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

１０ｍｇ１ｍＬ１筒 エタネルセプトＢＳ皮下注１０ｍｇシリンジ１．
０ｍＬ「ＴＹ」

陽進堂 3,329

注射薬 3999451G1030 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

１０ｍｇ１ｍＬ１筒 エタネルセプトＢＳ皮下注１０ｍｇシリンジ１．
０ｍＬ「日医工」

日医工 3,329

注射薬 3999451G2029 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒 エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ０．
５ｍＬ「ＴＹ」

陽進堂 7,940

注射薬 3999451G2037 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒 エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ０．
５ｍＬ「日医工」

日医工 7,940

注射薬 3999451G3025 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

５０ｍｇ１ｍＬ１筒 エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇシリンジ１．
０ｍＬ「ＴＹ」

陽進堂 15,334

注射薬 3999451G3033 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

５０ｍｇ１ｍＬ１筒 エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇシリンジ１．
０ｍＬ「日医工」

日医工 15,334

注射薬 3999451G4021 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

５０ｍｇ１ｍＬ１キット エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍ
Ｌ「ＴＹ」

陽進堂 15,450

注射薬 3999451G4030 エタネルセプト（遺伝子組換
え）［エタネルセプト後続

５０ｍｇ１ｍＬ１キット エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍ
Ｌ「日医工」

日医工 15,450

注射薬 3999453G1021 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続１］

５μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注５μｇシリンジ
「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 719

注射薬 3999453G2028 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続１］

１０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注１０μｇシリン
ジ「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 1,278

注射薬 3999453G3024 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続１］

１５μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注１５μｇシリン
ジ「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 1,753

注射薬 3999453G4020 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続１］

２０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注２０μｇシリン
ジ「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 2,246

注射薬 3999453G5027 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続１］

３０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注３０μｇシリン
ジ「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 3,183
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注射薬 3999453G6023 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続１］

４０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注４０μｇシリン
ジ「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 3,931

注射薬 3999453G7020 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続１］

６０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注６０μｇシリン
ジ「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 5,604

注射薬 3999453G8026 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続１］

１２０μｇ０．５ｍＬ１
筒

ダルベポエチン　アルファＢＳ注１２０μｇシリ
ンジ「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 10,003

注射薬 3999453G9022 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続１］

１８０μｇ０．５ｍＬ１
筒

ダルベポエチン　アルファＢＳ注１８０μｇシリ
ンジ「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 13,784

注射薬 3999454G1026 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続２］

５μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注５μｇシリンジ
「三和」

三和化学研究所 719

注射薬 3999454G2022 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続２］

１０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注１０μｇシリン
ジ「三和」

三和化学研究所 1,278

注射薬 3999454G3029 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続２］

１５μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注１５μｇシリン
ジ「三和」

三和化学研究所 1,753

注射薬 3999454G4025 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続２］

２０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注２０μｇシリン
ジ「三和」

三和化学研究所 2,246

注射薬 3999454G5021 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続２］

３０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注３０μｇシリン
ジ「三和」

三和化学研究所 3,183

注射薬 3999454G6028 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続２］

４０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注４０μｇシリン
ジ「三和」

三和化学研究所 3,931

注射薬 3999454G7024 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続２］

６０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注６０μｇシリン
ジ「三和」

三和化学研究所 5,604

注射薬 3999454G8020 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続２］

１２０μｇ０．５ｍＬ１
筒

ダルベポエチン　アルファＢＳ注１２０μｇシリ
ンジ「三和」

三和化学研究所 10,003

注射薬 3999454G9027 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続２］

１８０μｇ０．５ｍＬ１
筒

ダルベポエチン　アルファＢＳ注１８０μｇシリ
ンジ「三和」

三和化学研究所 13,784

注射薬 3999455G1020 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

５μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注射液５μｇシリ
ンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ 719

注射薬 3999455G2027 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

１０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注射液１０μｇシ
リンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ 1,278

注射薬 3999455G3023 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

１５μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注射液１５μｇシ
リンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ 1,753

注射薬 3999455G4020 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

２０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注射液２０μｇシ
リンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ 2,246

注射薬 3999455G5026 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

３０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注射液３０μｇシ
リンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ 3,183

注射薬 3999455G6022 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

４０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注射液４０μｇシ
リンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ 3,931

注射薬 3999455G7029 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

６０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファＢＳ注射液６０μｇシ
リンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ 5,604

注射薬 3999455G8025 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

１２０μｇ０．５ｍＬ１
筒

ダルベポエチン　アルファＢＳ注射液１２０μｇ
シリンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ 10,003

注射薬 3999455G9021 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

１８０μｇ０．５ｍＬ１
筒

ダルベポエチン　アルファＢＳ注射液１８０μｇ
シリンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ 13,784

注射薬 3999457G1020 アダリムマブ（遺伝子組換
え）［アダリムマブ後続１］

２０ｍｇ０．４ｍＬ１筒 アダリムマブＢＳ皮下注２０ｍｇシリンジ０．４
ｍＬ「ＦＫＢ」

協和キリン富士フイ
ルムバイオロジクス

20,540

注射薬 3999457G2026 アダリムマブ（遺伝子組換
え）［アダリムマブ後続１］

４０ｍｇ０．８ｍＬ１筒 アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇシリンジ０．８
ｍＬ「ＦＫＢ」

協和キリン富士フイ
ルムバイオロジクス

39,849

注射薬 3999457G3022 アダリムマブ（遺伝子組換
え）［アダリムマブ後続１］

４０ｍｇ０．８ｍＬ１
キット

アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．８ｍＬ
「ＦＫＢ」

協和キリン富士フイ
ルムバイオロジクス

39,849

注射薬 4223401A3030 フルオロウラシル １，０００ｍｇ１瓶 フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 587
注射薬 4223401A4037 フルオロウラシル ２５０ｍｇ１瓶 フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 160
注射薬 4224401A7033 シタラビン １ｇ１瓶 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 武田テバファーマ 4,333
注射薬 4224401A8021 シタラビン ４００ｍｇ１瓶 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 1,936
注射薬 4224403A1026 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍＬ「サ

ンド」
サンド 1,286

注射薬 4224403A1034 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍＬ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 1,286

注射薬 4224403A2022 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「サン
ド」

サンド 6,190

注射薬 4224403A2030 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」 日本化薬 4,263
注射薬 4224403A3029 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５．３ｍＬ１

瓶
ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５．３ｍＬ
「ホスピーラ」

ファイザー 659

注射薬 4224403A4025 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２６．３ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２６．３ｍＬ「ホ
スピーラ」

ファイザー 6,190

注射薬 4224403D1057 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「タイホウ」 大鵬薬品工業 1,286
注射薬 4224403D1065 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 1,286
注射薬 4224403D1073 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 1,286
注射薬 4224403D1081 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ホスピー

ラ」
ファイザー 659

注射薬 4224403D1103 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,286
注射薬 4224403D1111 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 1,286
注射薬 4224403D1138 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 1,286
注射薬 4224403D2053 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「タイホウ」 大鵬薬品工業 6,190
注射薬 4224403D2061 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 高田製薬 6,190
注射薬 4224403D2070 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＮＫ」 日本化薬 6,190
注射薬 4224403D2088 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ホスピーラ」 ファイザー 6,190
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注射薬 4224403D2100 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 6,190
注射薬 4224403D2118 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 6,190
注射薬 4224403D2134 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「日医工」 日医工ファーマ 4,263
注射薬 4235402A2021 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サンド」 サンド 822
注射薬 4235402A3028 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ「サンド」 サンド 3,665
注射薬 4235402D1048 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 局 ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 822
注射薬 4235402D2028 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 局 ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 3,665
注射薬 4235404A1016 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩１０ｍｇ５ｍＬ注射液 1,780
注射薬 4235404A2047 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ

「ＮＫ」
日本化薬 8,496

注射薬 4235404A2063 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 8,496

注射薬 4235404D1012 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩１０ｍｇ注射用 1,780
注射薬 4235404D2019 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩５０ｍｇ注射用 4,106
注射薬 4235404D2060 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 8,496
注射薬 4240403A2069 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 サンド 2,148
注射薬 4240403A2085 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注１００ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 2,148
注射薬 4240403A2093 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 2,148
注射薬 4240404A1059 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 1,638
注射薬 4240404A1067 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 1,638

注射薬 4240404A1083 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「タイホ
ウ」

サンファーマ 1,638

注射薬 4240404A1105 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ホス
ピーラ」

ファイザー 1,638

注射薬 4240404A1113 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファーマ 1,333

注射薬 4240404A1130 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 1,638
注射薬 4240404A1148 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 1,203

注射薬 4240404A1156 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「日医
工」

日医工ファーマ 1,203

注射薬 4240404A1164 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ハンル
イ」

ハンルイ医薬 1,203

注射薬 4240404A1172 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＳＵ
Ｎ」

サンファーマ 1,638

注射薬 4240404A2055 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

マイラン製薬 3,643

注射薬 4240404A2063 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 3,643

注射薬 4240404A2080 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイ
ホウ」

サンファーマ 3,643

注射薬 4240404A2101 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ホス
ピーラ」

ファイザー 3,643

注射薬 4240404A2110 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファーマ 3,643

注射薬 4240404A2136 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 3,643

注射薬 4240404A2144 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 2,707

注射薬 4240404A2152 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「日医
工」

日医工ファーマ 3,643

注射薬 4240404A2160 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ハン
ルイ」

ハンルイ医薬 2,707

注射薬 4240404A2179 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＳＵ
Ｎ」

サンファーマ 3,643

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

局 ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 3,974

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

局 ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 13,882

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

ナガセ医薬品 3,974

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

東和薬品 3,974

注射薬 4240405A3072 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／１ｍＬ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 3,974

注射薬 4240405A3080 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 局 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／１ｍＬ「サワ
イ」

沢井製薬 3,974

注射薬 4240405A3099 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 エルメッド 3,974
注射薬 4240405A3102 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプ

ロ」
ニプロ 3,974

注射薬 4240405A3129 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ヤクル
ト」

ヤクルト本社 3,974

注射薬 4240405A4044 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ケミ
ファ」

ナガセ医薬品 13,882

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

東和薬品 13,882

注射薬 4240405A4079 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／４ｍＬ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 13,882

注射薬 4240405A4087 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 局 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／４ｍＬ「サワ
イ」

沢井製薬 13,882

注射薬 4240405A4095 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 エルメッド 13,882
注射薬 4240405A4109 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプ

ロ」
ニプロ 13,882

注射薬 4240405A4125 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ヤクル
ト」

ヤクルト本社 13,882

注射薬 4240405A5024 ドセタキセル ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ「サン
ド」

サンド 3,974

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

ファイザー 3,974

注射薬 4240405A6020 ドセタキセル ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ「サン
ド」

サンド 13,882

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

ファイザー 13,882

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

ファイザー 18,876

注射薬 4240406A1015 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル３０ｍｇ５ｍＬ注射液 2,620
注射薬 4240406A2011 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ

１瓶
パクリタキセル１００ｍｇ１６．７ｍＬ注射液 4,634
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注射薬 4240406A2046 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ
１瓶

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 8,137

注射薬 4240406A2054 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ
１瓶

パクリタキセル注射液１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 8,137

注射薬 4240406A2070 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ
１瓶

パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 サンド 8,137

注射薬 4240406A2089 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ
１瓶

パクリタキセル注射液１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 8,137

注射薬 4240406A3018 パクリタキセル １５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 パクリタキセル１５０ｍｇ２５ｍＬ注射液 7,845
注射薬 4240407A1036 ビノレルビン酒石酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液１０ｍｇ 日本化薬 2,656
注射薬 4240407A2032 ビノレルビン酒石酸塩 ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液４０ｍｇ 日本化薬 9,454
注射薬 4291401A1011 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 シスプラチン１０ｍｇ２０ｍＬ注射液 838
注射薬 4291401A2018 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 シスプラチン２５ｍｇ５０ｍＬ注射液 2,555
注射薬 4291401A3014 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 シスプラチン５０ｍｇ１００ｍＬ注射液 3,611
注射薬 4291403A1010 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン５０ｍｇ５ｍＬ注射液 2,049
注射薬 4291403A2017 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン１５０ｍｇ１５ｍＬ注射液 3,194
注射薬 4291403A2050 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 局 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 4,807
注射薬 4291403A2092 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 局 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 4,807
注射薬 4291403A2114 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 局 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 5,565
注射薬 4291403A2122 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 局 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 日医工 4,807
注射薬 4291403A3013 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン４５０ｍｇ４５ｍＬ注射液 8,369
注射薬 4291403A3056 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 局 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 11,369
注射薬 4291403A3099 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 局 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 11,369
注射薬 4291403A3110 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 局 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 13,170
注射薬 4291410A1010 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン５０ｍｇ１０ｍＬ注射液 3,685
注射薬 4291410A1037 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ／１０ｍＬ

「ケミファ」
ナガセ医薬品 4,833

注射薬 4291410A1061 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ／１０ｍＬ
「ホスピーラ」

ファイザー 4,833

注射薬 4291410A1070 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 6,112

注射薬 4291410A1096 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 4,833
注射薬 4291410A1126 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6,112
注射薬 4291410A1134 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「日医工」 日医工 4,833
注射薬 4291410A1142 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 6,112
注射薬 4291410A1150 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ／１０ｍＬ

「ＫＣＣ」
共和クリティケア 4,833

注射薬 4291410A2017 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン１００ｍｇ２０ｍＬ注射液 9,406
注射薬 4291410A2076 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エスファ 20,163

注射薬 4291410A2122 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11,332
注射薬 4291410A3013 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン２００ｍｇ４０ｍＬ注射液 13,534
注射薬 4291410A3048 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ／４０ｍ

Ｌ「ケミファ」
ナガセ医薬品 16,609

注射薬 4291410A3064 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 20,288

注射薬 4291410A3080 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 16,609
注射薬 4291410A3099 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 16,609

注射薬 4291410A3110 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 20,288
注射薬 4291410A3129 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「日医

工」
日医工 16,609

注射薬 4291410A3137 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 16,609

注射薬 4291410A3153 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ／４０ｍ
Ｌ「ホスピーラ」

ファイザー 16,609

注射薬 4291439A1027 リツキシマブ（遺伝子組換
え）［リツキシマブ後続１］

１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 サンド 18,631

注射薬 4291439A2023 リツキシマブ（遺伝子組換
え）［リツキシマブ後続１］

５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 サンド 91,210

注射薬 4291442D1025 トラスツズマブ（遺伝子組換
え）［トラスツズマブ後続

６０ｍｇ１瓶 トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＣＴ
Ｈ」

Ｃｅｌｌｔｒｉｏｎ 10,491

注射薬 4291442D1033 トラスツズマブ（遺伝子組換
え）［トラスツズマブ後続

６０ｍｇ１瓶 トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 10,491

注射薬 4291442D2021 トラスツズマブ（遺伝子組換
え）［トラスツズマブ後続

１５０ｍｇ１瓶 トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＣＴ
Ｈ」

Ｃｅｌｌｔｒｉｏｎ 23,817

注射薬 4291442D2030 トラスツズマブ（遺伝子組換
え）［トラスツズマブ後続

１５０ｍｇ１瓶 トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 23,817

注射薬 4291446D1023 トラスツズマブ（遺伝子組換
え）［トラスツズマブ後続

６０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「第一三
共」

第一三共 10,491

注射薬 4291446D2020 トラスツズマブ（遺伝子組換
え）［トラスツズマブ後続

１５０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「第一
三共」

第一三共 23,817

注射薬 4291447D1028 トラスツズマブ（遺伝子組換
え）［トラスツズマブ後続

６０ｍｇ１瓶 トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 10,491

注射薬 4291447D2024 トラスツズマブ（遺伝子組換
え）［トラスツズマブ後続

１５０ｍｇ１瓶 トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 23,817

注射薬 4291449A1020 ベバシズマブ（遺伝子組換
え）［ベバシズマブ後続１］

１００ｍｇ４ｍＬ１瓶 ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 18,563

注射薬 4291449A2027 ベバシズマブ（遺伝子組換
え）［ベバシズマブ後続１］

４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶 ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 70,515

注射薬 4291450A1023 ベバシズマブ（遺伝子組換
え）［ベバシズマブ後続２］

１００ｍｇ４ｍＬ１瓶 ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「第一三
共」

第一三共 18,563

注射薬 4291450A2020 ベバシズマブ（遺伝子組換
え）［ベバシズマブ後続２］

４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶 ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「第一三
共」

第一三共 70,515

注射薬 4291451A1028 リツキシマブ（遺伝子組換
え）［リツキシマブ後続２］

１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 18,631

注射薬 4291451A2024 リツキシマブ（遺伝子組換
え）［リツキシマブ後続２］

５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 91,210

注射薬 4300431A1013 塩酸Ｎ－イソプロピル－４－
ヨードアンフェタミン（１２
３Ｉ）

１０ＭＢｑ 塩酸Ｎ－イソプロピル－４－ヨードアンフェタミ
ン（１２３Ｉ）１０ＭＢｑ注射液

2,458

注射薬 4419500A1030 ジフェンヒドラミン塩酸塩・
臭化カルシウム

５ｍＬ１管 レスカルミン注 日新製薬（山形） 58

注射薬 6112401G1022 クリンダマイシンリン酸エス
テル

３００ｍｇ２ｍＬ１筒 クリンダマイシン注３００ｍｇシリンジ「タイ
ヨー」

武田テバファーマ 156

注射薬 6112401G2029 クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ４ｍＬ１筒 クリンダマイシン注６００ｍｇシリンジ「タイ
ヨー」

武田テバファーマ 255

注射薬 6113400A1014 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩０．５ｇ静注用 681



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

注射薬 6113400A2010 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩１ｇ静注用 893
注射薬 6119401D1043 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 1,703
注射薬 6119401D1051 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 日医工 1,703
注射薬 6119401D1060 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 1,703
注射薬 6119401D1078 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ＨＫ」 大興製薬 2,390
注射薬 6119401D1086 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ケミ

ファ」
シオノケミカル 1,703

注射薬 6119401D1108 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,703
注射薬 6119401D1124 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,703
注射薬 6119401D1159 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
1,703

注射薬 6119401D1167 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 1,703

注射薬 6119401D1175 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 1,703
注射薬 6119401D2023 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 2,882
注射薬 6119401D2031 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 2,882
注射薬 6119401D2040 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「日医工」 日医工 2,882
注射薬 6119401D2058 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
2,882

注射薬 6119401D2066 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 2,882
注射薬 6131403D1012 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム１ｇ注射用 139
注射薬 6131403D1225 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 350
注射薬 6131403D1233 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「テバ」 武田テバファーマ 350
注射薬 6131403D1241 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注用１ｇ「トーワ」 東和薬品 350
注射薬 6131403D1268 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「ＣＨＭ」 ケミックス 364
注射薬 6131403D2019 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム２ｇ注射用 223
注射薬 6131403D2221 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」 沢井製薬 609
注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注用２ｇ「トーワ」 東和薬品 609
注射薬 6132400F1017 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩２５０ｍｇ静注用 150
注射薬 6132400F1076 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セファピコール静注用０．２５ｇ 武田テバファーマ 182
注射薬 6132400F1122 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「日医工」 日医工ファーマ 182
注射薬 6132400F1130 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 ニプロ 182
注射薬 6132400F1157 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「武田テ

バ」
武田テバファーマ 182

注射薬 6132400F2013 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩５００ｍｇ静注用 229
注射薬 6132400F3010 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩１ｇ静注用 280
注射薬 6132400F3141 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 セファピコール静注用１ｇ 武田テバファーマ 402
注射薬 6132400F3206 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 402
注射薬 6132400F3214 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 402
注射薬 6132400G3015 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
セフォチアム塩酸塩１ｇキット 531

注射薬 6132401D1010 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 セファゾリンナトリウム２５０ｍｇ注射用 153
注射薬 6132401D2017 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 セファゾリンナトリウム５００ｍｇ注射用 156
注射薬 6132401D3013 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム１ｇ注射用 175
注射薬 6132401D4010 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム２ｇ注射用 296
注射薬 6132401G3010 セファゾリンナトリウム １ｇ１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
セファゾリンナトリウム１ｇキット 462

注射薬 6132403D2121 セファロチンナトリウム １ｇ１瓶 局 コアキシン注射用１ｇ ケミックス 193
注射薬 6132403D3128 セファロチンナトリウム ２ｇ１瓶 局 コアキシン注射用２ｇ ケミックス 378
注射薬 6132408F1013 セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム２５０ｍｇ静注用 180
注射薬 6132408F2010 セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム５００ｍｇ静注用 271
注射薬 6132408F4012 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム２ｇ静注用 740
注射薬 6132408G3011 セフメタゾールナトリウム １ｇ１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
セフメタゾールナトリウム１ｇキット 579

注射薬 6132408G4018 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

セフメタゾールナトリウム２ｇキット 873

注射薬 6132418F1017 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 セフタジジム５００ｍｇ静注用 314
注射薬 6132418F2013 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 セフタジジム１ｇ静注用 324
注射薬 6132418F2056 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 モベンゾシン静注用１ｇ 武田テバファーマ 479
注射薬 6132418F2110 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ 479
注射薬 6132418F2145 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 460
注射薬 6132418F2153 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「日医工」 日医工 460
注射薬 6132418F2170 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「ＣＨＭ」 ケミックス 479
注射薬 6132418F2188 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 479
注射薬 6132419F1011 セフトリアキソンナトリウム

水和物
５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム５００ｍｇ静注用 170

注射薬 6132419F1062 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セフキソン静注用０．５ｇ シオノケミカル 239

注射薬 6132419F1119 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「サワイ」 沢井製薬 239

注射薬 6132419F1135 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 239

注射薬 6132419F1143 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「テバ」 武田テバファーマ 254

注射薬 6132419F2018 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム１ｇ静注用 250

注射薬 6132419G1017 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

セフトリアキソンナトリウム１ｇキット 612

注射薬 6132425D1032 セフェピム塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用０．５ｇ「サンド」 サンド 385
注射薬 6132425D1040 セフェピム塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用０．５ｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 385
注射薬 6132425D2039 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 サンド 433
注射薬 6132425D2047 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 433
注射薬 6139400D1041 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 391
注射薬 6139400D1050 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「日医工」 日医工ファーマ 391
注射薬 6139400D1068 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 ニプロ 391
注射薬 6139400D1076 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ケミファ」 日本ケミファ 391
注射薬 6139400D1084 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「サワイ」 沢井製薬 377
注射薬 6139400D1092 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 391
注射薬 6139400D1106 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「トーワ」 東和薬品 377
注射薬 6139400D1114 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
391

注射薬 6139400D1122 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ファイザー」 ファイザー 377
注射薬 6139400D2048 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「タイヨー」 武田テバファーマ 519
注射薬 6139400D2056 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「日医工」 日医工ファーマ 519
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注射薬 6139400D2064 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロ 519
注射薬 6139400D2072 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ケミファ」 日本ケミファ 519
注射薬 6139400D2080 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「サワイ」 沢井製薬 487
注射薬 6139400D2099 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 519
注射薬 6139400D2102 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「トーワ」 東和薬品 487
注射薬 6139400D2110 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
487

注射薬 6139400D2129 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 ファイザー 487
注射薬 6139400D3028 メロペネム水和物 １ｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ 863
注射薬 6139400D3036 メロペネム水和物 １ｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用１ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
863

注射薬 6139400G1048 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

局 メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロ 842

注射薬 6139400G1056 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

局 メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「日医工」 日医工ファーマ 842

注射薬 6139400G1064 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

局 メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

842

注射薬 6139400G2028 メロペネム水和物 １ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

局 メロペネム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」 ニプロ 1,294

注射薬 6139400G2036 メロペネム水和物 １ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

局 メロペネム点滴静注用バッグ１ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,294

注射薬 6139500F1016 セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリ
ウム５００ｍｇ静注用

261

注射薬 6139500F2012 セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリ
ウム１ｇ静注用

286

注射薬 6139500G1011 セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

（１ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリ
ウム１ｇキット

486

注射薬 6139501D1010 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 イミペネム・シラスタチンナトリウム２５０ｍｇ
注射用

701

注射薬 6139501D2016 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 イミペネム・シラスタチンナトリウム５００ｍｇ
注射用

867

注射薬 6139504F1014 アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウ
ム０．７５ｇ静注用

252

注射薬 6139504F1065 アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 局 スルバシリン静注用０．７５ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

252

注射薬 6139504F2010 アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウ
ム１．５ｇ静注用

281

注射薬 6139504F2088 アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 局 スルバシリン静注用１．５ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

285

注射薬 6139504F3017 アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（３ｇ）１瓶 アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウ
ム３ｇ静注用

345

注射薬 6139504F3033 アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（３ｇ）１瓶 局 スルバシリン静注用３ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

345

注射薬 6139505F3038 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ＣＨＭ」 ケミックス 445

注射薬 6139505F3046 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ＤＫ」 大興製薬 374

注射薬 6139505F3054 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 374

注射薬 6139505F3062 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ＳＮ」 シオノケミカル 374

注射薬 6139505F3070 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「サンド」 サンド 374

注射薬 6139505F3089 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「テバ」 武田テバファーマ 445

注射薬 6139505F3097 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「日医工」 日医工 622

注射薬 6139505F3100 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」 ニプロ 445

注射薬 6139505F3119 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ファイザー」 マイラン製薬 374

注射薬 6139505F3127 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

622

注射薬 6139505F4034 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「ＣＨＭ」 ケミックス 661

注射薬 6139505F4042 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「ＤＫ」 大興製薬 596

注射薬 6139505F4050 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 596

注射薬 6139505F4069 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「ＳＮ」 シオノケミカル 926

注射薬 6139505F4077 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「サンド」 サンド 596

注射薬 6139505F4085 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「テバ」 武田テバファーマ 661

注射薬 6139505F4093 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「日医工」 日医工 926

注射薬 6139505F4107 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 ニプロ 661

注射薬 6139505F4115 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「ファイザー」 マイラン製薬 596

注射薬 6139505F4123 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

926

注射薬 6139505G1030 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍＬ
付）

局 タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 1,201

注射薬 6139505G1049 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍＬ
付）

局 タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ニプロ」 ニプロ 886

注射薬 6139505G1057 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍＬ
付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ファイ
ザー」

マイラン製薬 886

注射薬 6139505G1065 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍＬ
付）

タゾピペ配合点滴静注用４．５バッグ「サンド」 サンド 886

注射薬 6139505G2029 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍＬ
付）

局 タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２５「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 824
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注射薬 6139505G2037 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍＬ
付）

局 タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２５「ニプ
ロ」

ニプロ 824

注射薬 6139505G2045 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍＬ
付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２５「ファイ
ザー」

マイラン製薬 790

注射薬 6139505G2053 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍＬ
付）

タゾピペ配合点滴静注用２．２５バッグ「サン
ド」

サンド 790

注射薬 6152401F1014 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 ミノサイクリン塩酸塩１００ｍｇ静注用 148
注射薬 6179400D1039 ミカファンギンナトリウム ５０ｍｇ１瓶 ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 2,110

注射薬 6179400D1047 ミカファンギンナトリウム ５０ｍｇ１瓶 ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 2,110

注射薬 6179400D1055 ミカファンギンナトリウム ５０ｍｇ１瓶 ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

2,110

注射薬 6179400D1063 ミカファンギンナトリウム ５０ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム点滴静注用５０ｍｇ
「日医工」

日医工 2,316

注射薬 6179400D2035 ミカファンギンナトリウム ７５ｍｇ１瓶 ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 2,923

注射薬 6179400D2043 ミカファンギンナトリウム ７５ｍｇ１瓶 ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 2,923

注射薬 6179400D2051 ミカファンギンナトリウム ７５ｍｇ１瓶 ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

3,099

注射薬 6179400D2060 ミカファンギンナトリウム ７５ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム点滴静注用７５ｍｇ
「日医工」

日医工 2,923

注射薬 6179400D3031 ミカファンギンナトリウム ２５ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム点滴静注用２５ｍｇ
「日医工」

日医工 1,066

注射薬 6241400A3068 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 1,102

注射薬 6241400A3092 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注３００ｍｇ／１５０
ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,077

注射薬 6241400A4064 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 1,022

注射薬 6241400A4099 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注２００ｍｇ／１００
ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,022

注射薬 6241400A5028 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３００ｍｇ／
２５０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロ 1,102

注射薬 6241400A5052 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注３００ｍｇ／２
５０ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,077

注射薬 6241400A6032 シプロフロキサシン ４００ｍｇ２００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液４００ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 1,097

注射薬 6241400A6040 シプロフロキサシン ４００ｍｇ２００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注４００ｍｇ／２００
ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,097

注射薬 6241402A1030 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 局 レボフロキサシン点滴静注５００ｍｇ／２０ｍＬ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 2,045

注射薬 6241402G1032 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１
００ｍＬ「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 1,630

注射薬 6241402G1040 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 2,027

注射薬 6241402G1059 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ「Ｋ
ＣＣ」

共和クリティケア 1,630

注射薬 6241402G1067 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 1,630

注射薬 6241402G1075 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ「武
田テバ」

武田テバファーマ 1,630

注射薬 6241402G1083 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ「日
医工Ｐ」

ヤクハン製薬 1,630

注射薬 6241402G1091 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ「ニ
プロ」

ニプロ 1,630

注射薬 6241402G1105 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１００ｍＬ１
キット

局 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 1,630

注射薬 6249401A1033 リネゾリド ６００ｍｇ３００ｍＬ１
袋

リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

7,414

注射薬 6249401A1041 リネゾリド ６００ｍｇ３００ｍＬ１
袋

リネゾリド注射液６００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 7,414

注射薬 6249401A1050 リネゾリド ６００ｍｇ３００ｍＬ１
袋

リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア 6,293

注射薬 6249401A1068 リネゾリド ６００ｍｇ３００ｍＬ１
袋

リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「日医工」 日医工 7,414

注射薬 6249401A1076 リネゾリド ６００ｍｇ３００ｍＬ１
袋

リネゾリド点滴静注６００ｍｇ／３００ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 7,414

注射薬 6250401A1018 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビル２５０ｍｇ注射液 445
注射薬 6250401A1069 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 局 ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ 小林化工 878
注射薬 6250401A1093 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 局 アシクロビル点滴静注２５０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 878
注射薬 6250401A2014 アシクロビル １２５ｍｇ１管 アシクロビル１２５ｍｇ注射液 546
注射薬 6250401F1015 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル２５０ｍｇ注射用 445
注射薬 6250401G4036 アシクロビル ２５０ｍｇ１００ｍＬ１

袋
局 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇバッグ１００

ｍＬ「アイロム」
共和クリティケア 701

注射薬 6290401A1013 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール０．１％５０ｍＬ注射液 888
注射薬 6290401A2010 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール０．２％５０ｍＬ注射液 1,166
注射薬 6290401A3016 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール０．２％１００ｍＬ注射液 1,866
注射薬 6290401A4012 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール０．２％５０ｍＬ注射液 1,166
注射薬 6290401A4055 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 局 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 富士製薬工業 1,675
注射薬 6290401A5019 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール０．２％１００ｍＬ注射液 1,866
注射薬 6290401A6015 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール０．１％５０ｍＬ注射液 888
注射薬 7219412A2017 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１

瓶
イオパミドール（３００）５０ｍＬ注射液 1,724

注射薬 7219412A3013 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１瓶

イオパミドール（３００）１００ｍＬ注射液 3,353

注射薬 7219412A5016 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
瓶

イオパミドール（３７０）５０ｍＬ注射液 1,769

注射薬 7219412A6012 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１瓶

イオパミドール（３７０）１００ｍＬ注射液 3,211

注射薬 7219412A7019 イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ１
瓶

イオパミドール（１５０）５０ｍＬ注射液 952

注射薬 7219412A8066 イオパミドール ３０．６２％２００ｍＬ
１瓶

局 オイパロミン１５０注２００ｍＬ 富士製薬工業 3,772

注射薬 7219412A8082 イオパミドール ３０．６２％２００ｍＬ
１瓶

局 イオパミドール１５０注２００ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 3,772
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注射薬 7219412A9011 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１
瓶

イオパミドール（３００）２０ｍＬ注射液 853

注射薬 7219412G1013 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１筒

イオパミドール（３００）１００ｍＬキット 3,462

注射薬 7219412G2010 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
筒

イオパミドール（３００）５０ｍＬキット 2,367

注射薬 7219412G6015 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１
筒

イオパミドール（３００）８０ｍＬキット 2,914

注射薬 7219412G7011 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１筒

イオパミドール（３７０）１００ｍＬキット 3,896

注射薬 7219412G9014 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１
筒

イオパミドール（３７０）８０ｍＬキット 3,118

注射薬 7219412H1019 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１
瓶

イオパミドール（３７０）２０ｍＬ注射液 900

注射薬 7219412P1013 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
筒

イオパミドール（３７０）５０ｍＬキット 2,143

注射薬 7219412P2010 イオパミドール ６１．２４％１５０ｍＬ
１筒

イオパミドール（３００）１５０ｍＬキット 5,003

注射薬 7219412P3016 イオパミドール ７５．５２％６５ｍＬ１
筒

イオパミドール（３７０）６５ｍＬキット 2,593

注射薬 7219415A9015 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１
瓶

イオヘキソール（３００）２０ｍＬ注射液 1,030

注射薬 7219415G5012 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１筒

イオヘキソール（３５０）１００ｍＬキット 3,896

注射薬 7219415G7015 イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ
１筒

イオヘキソール（３００）１２５ｍＬキット 4,473

注射薬 7219415G8011 イオヘキソール ７５．４９％７０ｍＬ１
筒

イオヘキソール（３５０）７０ｍＬキット 3,166

注射薬 7219415H2019 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１瓶

イオヘキソール（３００）１００ｍＬ注射液 3,901

注射薬 7219415H7010 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１袋

イオヘキソール（３００）１００ｍＬ注射液 3,901

注射薬 7219418A6044 イオプロミド ６２．３４％２０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３００注２０ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルム富山化
学

1,008

注射薬 7219418A7040 イオプロミド ６２．３４％５０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３００注５０ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルム富山化
学

2,351

注射薬 7219418A8047 イオプロミド ６２．３４％１００ｍＬ
１瓶

イオプロミド３００注１００ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルム富山化
学

3,726

注射薬 7219418A9043 イオプロミド ７６．８９％２０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３７０注２０ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルム富山化
学

1,064

注射薬 7219418G1045 イオプロミド ６２．３４％１００ｍＬ
１筒

イオプロミド３００注シリンジ１００ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルム富山化
学

4,546

注射薬 7219418G2033 イオプロミド ６２．３４％５０ｍＬ１
筒

イオプロミド３００注シリンジ５０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルム富山化
学

1,965

注射薬 7219418G3030 イオプロミド ６２．３４％８０ｍＬ１
筒

イオプロミド３００注シリンジ８０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルム富山化
学

3,569

注射薬 7219418G5024 イオプロミド ７６．８９％８０ｍＬ１
筒

イオプロミド３７０注シリンジ８０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルム富山化
学

4,084

注射薬 7219418H1040 イオプロミド ７６．８９％５０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３７０注５０ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルム富山化
学

2,808

注射薬 7219418H2047 イオプロミド ７６．８９％１００ｍＬ
１瓶

イオプロミド３７０注１００ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルム富山化
学

5,285

注射薬 7223401A1015 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩０．５ｍｇ注射液 403
注射薬 7223401A2011 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩１ｍｇ１ｍＬ注射液 910
注射薬 7223401A3018 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩２ｍｇ１ｍＬ注射液 1,804
注射薬 7229400D1088 グルカゴン １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１瓶

（溶解液付）
グルカゴン注射用１単位「イトウ」 ＩＬＳ 1,671

注射薬 7229400D1096 グルカゴン １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１瓶
（溶解液付）

グルカゴン注射用１単位「Ｆ」 富士製薬工業 1,671

注射薬 7229400D1100 グルカゴン １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１瓶
（溶解液付）

グルカゴン注射用１単位「ＩＬＳ」 ＩＬＳ 1,671

注射薬 7290402A2035 フルオレセイン １０％５ｍＬ１瓶 フルオレサイト静注５００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

1,098

注射薬 7290407G1042 ガドテリドール １３ｍＬ１筒 ガドテリドール静注シリンジ１３ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 3,192
注射薬 7290407G2049 ガドテリドール １７ｍＬ１筒 ガドテリドール静注シリンジ１７ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 4,170
注射薬 7290411G1049 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１０ｍＬ

１筒
ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１０ｍ
Ｌ「ＧＥ」

ＧＥヘルスケア
ファーマ

2,217

注射薬 7290411G2045 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１５ｍＬ
１筒

ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１５ｍ
Ｌ「ＧＥ」

ＧＥヘルスケア
ファーマ

3,005

注射薬 7290411G3041 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％２０ｍＬ
１筒

ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ２０ｍ
Ｌ「ＧＥ」

ＧＥヘルスケア
ファーマ

3,732

注射薬 7290411G4030 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１１ｍＬ
１筒

ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１１ｍ
Ｌ「ＧＥ」

ＧＥヘルスケア
ファーマ

2,381

注射薬 7290411G5036 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１３ｍＬ
１筒

ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１３ｍ
Ｌ「ＧＥ」

ＧＥヘルスケア
ファーマ

2,699

注射薬 7990402G1021 アデノシン ６０ｍｇ２０ｍＬ１筒 アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルム富山化
学

5,822

注射薬 8114402G1039 モルヒネ塩酸塩水和物 １％１０ｍＬ１筒 麻 プレペノン注１００ｍｇシリンジ テルモ 2,620
注射薬 8114402G1047 モルヒネ塩酸塩水和物 １％１０ｍＬ１筒 麻 モルヒネ塩酸塩注１００ｍｇシリンジ「テルモ」 テルモ 2,620
注射薬 8119400A1033 オキシコドン塩酸塩水和物 １％１ｍＬ１管 麻 オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 第一三共プロファー

マ
158

注射薬 8119400A2030 オキシコドン塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管 麻 オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

733

注射薬 8219400A1071 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％２ｍＬ１管 麻 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 テルモ 188
注射薬 8219400A2060 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％５ｍＬ１管 麻 フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「テルモ」 テルモ 448
注射薬 8219400A3031 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％１０ｍＬ１

管
麻 フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」 テルモ 890

注射薬 8219401D1030 レミフェンタニル塩酸塩 ２ｍｇ１瓶 麻 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 丸石製薬 1,039
注射薬 8219401D2036 レミフェンタニル塩酸塩 ５ｍｇ１瓶 麻 レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一三共」 丸石製薬 2,417
外用薬 1119701G1017 イソフルラン １ｍＬ イソフルラン吸入液 24.10
外用薬 1119702G1011 セボフルラン １ｍＬ セボフルラン吸入液 34.10
外用薬 1141700J3013 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン２００ｍｇ坐剤 20.30
外用薬 1147700J1014 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム１２．５ｍｇ坐剤 19.70
外用薬 1147700J1189 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 19.70

外用薬 1147700J2010 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム２５ｍｇ坐剤 20.30
外用薬 1147700J2240 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 20.30
外用薬 1147700J3017 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム５０ｍｇ坐剤 20.30
外用薬 1147700J3289 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 20.30
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外用薬 1147700J4013 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１筒 ジクロフェナクナトリウム２５ｍｇキット 89.70
外用薬 1147700J5010 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１筒 ジクロフェナクナトリウム５０ｍｇキット 89.70
外用薬 1149700J1108 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 20.30
外用薬 1149700J1116 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 20.30
外用薬 1149700J2104 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 22.80
外用薬 1149700J2112 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 22.80
外用薬 1190700S1045 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 137.10
外用薬 1190700S1053 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 137.10
外用薬 1190700S1061 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 137.10
外用薬 1190700S1070 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 137.10
外用薬 1190700S1088 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「アメル」 帝國製薬 137.10
外用薬 1190700S1096 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 137.10
外用薬 1190700S1100 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 137.10
外用薬 1190700S1118 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「日医工」 日医工 137.10
外用薬 1190700S1126 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 137.10
外用薬 1190700S1134 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「久光」 久光製薬 137.10
外用薬 1190700S2041 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 154.20
外用薬 1190700S2050 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 154.20
外用薬 1190700S2068 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 154.20
外用薬 1190700S2076 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 154.20
外用薬 1190700S2084 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「アメル」 帝國製薬 154.20
外用薬 1190700S2092 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 154.20
外用薬 1190700S2106 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「トーワ」 東和薬品 154.20
外用薬 1190700S2114 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「日医工」 日医工 154.20
外用薬 1190700S2122 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 154.20
外用薬 1190700S2130 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「久光」 久光製薬 154.20
外用薬 1190700S3048 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 165.20
外用薬 1190700S3056 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 165.20
外用薬 1190700S3064 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 165.20
外用薬 1190700S3072 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 165.20
外用薬 1190700S3080 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「アメル」 帝國製薬 165.20
外用薬 1190700S3099 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 165.20
外用薬 1190700S3102 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 165.20
外用薬 1190700S3110 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「日医工」 日医工 165.20
外用薬 1190700S3129 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 165.20
外用薬 1190700S3137 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「久光」 久光製薬 165.20
外用薬 1190700S4044 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 173.40
外用薬 1190700S4052 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 173.40
外用薬 1190700S4060 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 173.40
外用薬 1190700S4079 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 173.40
外用薬 1190700S4087 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「アメル」 帝國製薬 173.40
外用薬 1190700S4095 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 173.40
外用薬 1190700S4109 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 173.40
外用薬 1190700S4117 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「日医工」 日医工 173.40
外用薬 1190700S4125 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 173.40
外用薬 1190700S4133 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「久光」 久光製薬 173.40
外用薬 1214700P1062 リドカイン塩酸塩 ２％１ｍＬ アネトカインゼリー２％ 小林化工 4.40
外用薬 1214700P1070 リドカイン塩酸塩 ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩ゼリー２％「日新」 日新製薬（山形） 4.40
外用薬 1214700P1089 リドカイン塩酸塩 ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩ゼリー２％「ＫＮ」 小林化工 4.40
外用薬 1214701R1050 リドカイン １ｇ キシロカインポンプスプレー８％ アスペンジャパン 22.00
外用薬 1214701R1068 リドカイン １ｇ リドカインポンプスプレー８％「日新」 日新製薬（山形） 22.00
外用薬 1214701S1019 リドカイン （１８ｍｇ）３０．５ｍ

ｍ×５０．０ｍｍ１枚
リドカイン（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０
ｍｍ貼付剤

32.20

外用薬 1311705Q1064 トロピカミド ０．４％１ｍＬ トロピカミド点眼液０．４％「日点」 日本点眼薬研究所 17.70
外用薬 1315700M1026 デキサメタゾン ０．０５％１ｇ サンテゾーン０．０５％眼軟膏 参天製薬 58.10
外用薬 1315700M2057 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン眼軟膏０．１％「ニットー」 日東メディック 42.50
外用薬 1315701Q1090 デキサメタゾンメタスルホ安

息香酸エステルナトリウム
０．０２％１ｍＬ ビジュアリン点眼液０．０２％ 千寿製薬 12.80

外用薬 1315701Q1111 デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

０．０２％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．０２％「ニットー」 日東メディック 12.80

外用薬 1315701Q2061 デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

０．０５％１ｍＬ ビジュアリン点眼液０．０５％ 千寿製薬 18.40

外用薬 1315701Q2070 デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

０．０５％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．０５％「ニットー」 日東メディック 18.40

外用薬 1315701Q3106 デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

０．１％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．１％「ニットー」 日東メディック 17.90

外用薬 1315701Q4048 デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

０．１％１ｍＬ ビジュアリン眼科耳鼻科用液０．１％ 千寿製薬 35.80

外用薬 1315702Q1060 デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

０．１％１ｍＬ テイカゾン点眼・点耳・点鼻液０．１％ テイカ製薬 16.90

外用薬 1315704Q1018 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ フルオロメトロン０．０２％１ｍＬ点眼液 17.90
外用薬 1315704Q2014 フルオロメトロン ０．０５％１ｍＬ フルオロメトロン０．０５％１ｍＬ点眼液 17.90
外用薬 1315704Q3010 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルオロメトロン０．１％１ｍＬ点眼液 17.90
外用薬 1315705M1053 プレドニゾロン酢酸エステル ０．２５％１ｇ プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏０．２５％

「ニットー」
日東メディック 34.00

外用薬 1315706Q2072 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

０．１％１ｍＬ サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ 参天製薬 19.40

外用薬 1315706Q2080 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

０．１％１ｍＬ リノロサール眼科耳鼻科用液０．１％ わかもと製薬 19.40

外用薬 1315706Q2099 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

０．１％１ｍＬ ベルベゾロン眼耳鼻科用液０．１％ ニッテン 19.40

外用薬 1315706Q2129 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

０．１％１ｍＬ ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻科
用液０．１％「日点」

日本点眼薬研究所 20.80

外用薬 1317706Q1119 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 ゲンタマイシン点眼液０．３％「日点」 日本点眼薬研究所 17.90
外用薬 1317706Q1127 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 ゲンタマイシン硫酸塩点眼液０．３％「ニッ

トー」
日東メディック 17.90

外用薬 1319701Q1013 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩１％１ｍＬ点眼液 78.70
外用薬 1319701Q1102 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＰＦ点眼液１％「日点」 日本点眼薬研究所 106.50
外用薬 1319701Q2010 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩２％１ｍＬ点眼液 100.50
外用薬 1319701Q2095 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩点眼液２％「わかもと」 わかもと製薬 135.90
外用薬 1319701Q2109 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＰＦ点眼液２％「日点」 日本点眼薬研究所 135.90
外用薬 1319701Q2117 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩点眼液２％「ニッテン」 ニッテン 135.90
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外用薬 1319701Q3032 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液１％「わかも
と」

わかもと製薬 181.70

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

わかもと製薬 238.40

外用薬 1319702Q1018 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩０．２５％１ｍＬ点眼液 53.40
外用薬 1319702Q2014 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩０．５％１ｍＬ点眼液 72.50
外用薬 1319702Q3010 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩０．２５％１ｍＬＸＥ点

眼液
17.90

外用薬 1319702Q3045 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＴＳ」 テイカ製薬 246.40
外用薬 1319702Q3061 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ニットー」 東亜薬品 246.40
外用薬 1319702Q3070 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＪＧ」 日本ジェネリック 137.80
外用薬 1319702Q4041 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 251.90
外用薬 1319702Q4050 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 キョーリンリメディ

オ
293.10

外用薬 1319702Q4068 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ニットー」 東亜薬品 293.10
外用薬 1319702Q4076 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＪＧ」 日本ジェネリック 320.40
外用薬 1319703Q2086 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アゾテシン点眼液０．０２％ 参天製薬 88.80
外用薬 1319703Q2108 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズレン点眼液０．０２％「ニットー」 日東メディック 88.80
外用薬 1319703Q2116 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズレン点眼液０．０２％「わかもと」 わかもと製薬 88.80
外用薬 1319703Q2124 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ＡＺ点眼液０．０２％ ゼリア新薬工業 88.80
外用薬 1319706Q3035 ピレノキシン ０．００５％５ｍＬ１瓶 カリーユニ点眼液０．００５％ 参天製薬 64.90
外用薬 1319706Q3043 ピレノキシン ０．００５％５ｍＬ１瓶 ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」 参天製薬 64.90
外用薬 1319709Q3020 コンドロイチン硫酸エステル

ナトリウム
１％５ｍＬ１瓶 アイドロイチン１％点眼液 参天製薬 86.40

外用薬 1319709Q3055 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

１％５ｍＬ１瓶 コンドロイチン点眼液１％「日点」 日本点眼薬研究所 86.40

外用薬 1319709Q4027 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

３％５ｍＬ１瓶 アイドロイチン３％点眼液 参天製薬 88.80

外用薬 1319709Q4078 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

３％５ｍＬ１瓶 コンドロイチン点眼液３％「日点」 日本点眼薬研究所 88.80

外用薬 1319710Q2094 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ソフティア点眼液０．０２％ 千寿製薬 86.40
外用薬 1319710Q2108 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 シアノコバラミン点眼液０．０２％「杏林」 キョーリンリメディ

オ
86.40

外用薬 1319710Q2116 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 シアノコバラミン点眼液０．０２％「日点」 日本点眼薬研究所 86.40
外用薬 1319710Q2124 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 シアノコバラミン点眼液０．０２％「ニットー」 東亜薬品 86.40
外用薬 1319710Q2132 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 シアノコバラミン点眼液０．０２％「センジュ」 千寿製薬 86.40
外用薬 1319714Q3099 フラビンアデニンジヌクレオ

チド
０．０５％５ｍＬ１瓶 ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテン」 参天製薬 86.40

外用薬 1319714Q3129 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

０．０５％５ｍＬ１瓶 ＦＡＤ点眼液０．０５％「日東」 日東メディック 86.40

外用薬 1319716Q4035 硫酸亜鉛水和物 ０．２％５ｍＬ１瓶 サンチンク点眼液０．２％ 参天製薬 88.20
外用薬 1319717Q1014 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウム１００ｍｇ５ｍＬ点眼

液
172.90

外用薬 1319717Q1324 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ファイザー」 マイラン製薬 320.30
外用薬 1319717Q1332 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「わかもと」 わかもと製薬 320.30
外用薬 1319717Q1359 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸Ｎａ・ＰＦ点眼液２％「日点」 日本点眼薬研究所 320.30
外用薬 1319717Q1375 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「科研」 科研製薬 320.30
外用薬 1319717Q1383 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「タカタ」 高田製薬 337.70
外用薬 1319717Q1391 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ニッテン」 ニッテン 320.30
外用薬 1319718Q1078 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ムコゾーム点眼液０．５％ 参天製薬 19.70
外用薬 1319720Q1016 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム１％０．４ｍＬ液 3,204.00
外用薬 1319720Q2012 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム１％０．５ｍＬ液 4,372.90
外用薬 1319720Q3019 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム０．１％５ｍＬ点眼

液
125.40

外用薬 1319720Q3086 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 局 アイケア点眼液０．１％ 科研製薬 209.70
外用薬 1319720Q3108 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 局 ティアバランス点眼液０．１％ 千寿製薬 209.70
外用薬 1319720Q3213 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ニットー」 東亜薬品 209.70
外用薬 1319720Q3221 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「科研」 科研製薬 209.70
外用薬 1319720Q3230 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「センジュ」 千寿製薬 209.70
外用薬 1319720Q6018 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．７ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム１％０．７ｍＬ液 2,187.80
外用薬 1319720Q6077 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．７ｍＬ１筒 オペガンハイ０．７眼粘弾剤１％ 生化学工業 4,982.10
外用薬 1319720Q6107 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．７ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．７眼粘弾剤１％「生化学」 生化学工業 4,982.10
外用薬 1319720Q7120 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペリード０．６眼粘弾剤１％ 千寿製薬 5,002.80
外用薬 1319720Q7154 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペガンハイ０．６眼粘弾剤１％ 生化学工業 3,691.50
外用薬 1319720Q7162 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．６眼粘弾剤１％ 千寿製薬 3,691.50
外用薬 1319720Q7189 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「コーワ」 興和 3,976.40
外用薬 1319720Q7219 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「テバ」 武田テバファーマ 3,691.50
外用薬 1319720Q7235 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％ＨＶ「セン

ジュ」
千寿製薬 3,691.50

外用薬 1319720Q7243 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％ＭＶ「セン
ジュ」

千寿製薬 5,002.80

外用薬 1319720Q7251 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「アルコ
ン」

日本アルコン 3,976.40

外用薬 1319720Q7260 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ眼粘弾剤１％シリンジ０．６ｍ
Ｌ「日点」

日本点眼薬研究所 3,691.50

外用薬 1319720Q7278 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「生化学」 生化学工業 3,691.50
外用薬 1319720Q8010 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム１％０．８５ｍＬ液 2,455.40
外用薬 1319720Q9017 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％１．１ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム１％１．１ｍＬ液 5,581.70
外用薬 1319720Y2012 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム０．３％５ｍＬ点眼

液
158.80

外用薬 1319720Y2063 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 局 アイケア点眼液０．３％ 科研製薬 282.30
外用薬 1319720Y2080 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 局 ティアバランス点眼液０．３％ 千寿製薬 282.30
外用薬 1319720Y2160 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ニットー」 東亜薬品 282.30
外用薬 1319720Y2179 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「科研」 科研製薬 282.30
外用薬 1319720Y2187 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「センジュ」 千寿製薬 282.30
外用薬 1319724Q1014 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン０．１％１ｍＬ点眼液 17.90
外用薬 1319724Q1154 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プロラノン点眼液０．１％ 参天製薬 22.90
外用薬 1319724Q1189 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン点眼液０．１％「日点」 日本点眼薬研究所 22.90
外用薬 1319724Q1200 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン点眼液０．１％「参天」 参天製薬 22.90
外用薬 1319726Q1013 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ジクロフェナクナトリウム０．１％１ｍＬ点眼液 32.00
外用薬 1319726Q1161 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ＳＮ」 シオノケミカル 38.30
外用薬 1319726Q1200 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ジクロフェナクＮａ・ＰＦ点眼液０．１％「日

点」
日本点眼薬研究所 38.30

外用薬 1319726Q1226 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ニットー」 東亜薬品 36.30
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外用薬 1319730Q1010 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩３．４５ｍｇ５ｍＬ点眼
液

137.40

外用薬 1319730Q1222 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンＰＦ点眼液０．０５％「日点」 日本点眼薬研究所 220.10
外用薬 1319730Q1311 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＣＨ」 長生堂製薬 220.10
外用薬 1319730Q1338 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＳＷ」 沢井製薬 220.10
外用薬 1319730Q1346 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「日医工」 日医工 220.10
外用薬 1319730Q1389 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ニッテン」 ニッテン 220.10
外用薬 1319730Q1397 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「日東」 メディサ新薬 220.10
外用薬 1319731Q4048 オキシグルタチオン ５００ｍＬ１キット オキシグルタチオン眼灌流液０．０１８４％キッ

ト「センジュ」
千寿製薬 3,786.10

外用薬 1319732Q1043 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
「ＴＳ」

テイカ製薬 156.40

外用薬 1319732Q1051 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
「サワイ」

沢井製薬 156.40

外用薬 1319732Q1078 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストンＰＦ点眼液０．１
２％「日点」

日本点眼薬研究所 156.40

外用薬 1319732Q1086 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
「ニッテン」

ニッテン 156.40

外用薬 1319733Q1013 ベタキソロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ベタキソロール塩酸塩０．５％１ｍＬ点眼液 144.60
外用薬 1319735Q1012 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ペミロラストカリウム５ｍｇ５ｍＬ点眼液 292.00
外用薬 1319735Q1080 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 ペミロラストＫ点眼液０．１％「杏林」 キョーリンリメディ

オ
337.90

外用薬 1319736Q1017 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト２５ｍｇ５ｍＬ点眼液 298.00
外用薬 1319739Q1061 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 274.00
外用薬 1319739Q1070 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 274.00
外用薬 1319739Q1088 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＳ」 テイカ製薬 202.40
外用薬 1319739Q1118 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「科研」 科研製薬 274.00
外用薬 1319739Q1126 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「キッセイ」 キッセイ薬品工業 274.00
外用薬 1319739Q1134 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ケミファ」 日本ケミファ 274.00
外用薬 1319739Q1150 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「サワイ」 沢井製薬 202.40
外用薬 1319739Q1169 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「三和」 三和化学研究所 202.40
外用薬 1319739Q1177 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「センジュ」 千寿製薬 274.00
外用薬 1319739Q1193 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「トーワ」 東和薬品 274.00
外用薬 1319739Q1207 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「日医工」 日医工 202.40
外用薬 1319739Q1215 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニッテン」 ニッテン 274.00
外用薬 1319739Q1223 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」 日東メディック 202.40
外用薬 1319739Q1240 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「わかもと」 わかもと製薬 202.40
外用薬 1319739Q1258 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」 日本点眼薬研究所 274.00
外用薬 1319739Q1266 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＰ」 ニプロ 274.00
外用薬 1319739Q1274 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＣＨ」 長生堂製薬 313.90
外用薬 1319739Q1282 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 274.00
外用薬 1319739Q1290 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「杏林」 キョーリンリメディ

オ
202.40

外用薬 1319739Q1304 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「サンド」 サンド 274.00
外用薬 1319739Q1312 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＳＥＣ」 参天アイケア 274.00
外用薬 1319740Q1013 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール０．２５％１ｍＬ点眼液 170.80
外用薬 1319742Q1055 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 47.10
外用薬 1319742Q1063 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「ＪＧ」 日本ジェネリック 35.50
外用薬 1319742Q1098 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 35.50
外用薬 1319742Q1101 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「ＹＤ」 陽進堂 40.40
外用薬 1319742Q1128 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「オーハラ」 大原薬品工業 35.50
外用薬 1319742Q1136 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「科研」 ダイト 35.50
外用薬 1319742Q1152 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「杏林」 キョーリンリメディ

オ
35.50

外用薬 1319742Q1179 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「タカタ」 高田製薬 35.50
外用薬 1319742Q1195 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「日医工」 日医工 47.10
外用薬 1319742Q1209 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「日新」 日新製薬（山形） 35.50
外用薬 1319742Q1217 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「日点」 日本点眼薬研究所 35.50
外用薬 1319742Q1233 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「わかもと」 わかもと製薬 35.50
外用薬 1319742Q1241 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 47.10
外用薬 1319742Q1250 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「ファイザー」 ファイザー 35.50
外用薬 1319742Q1276 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「ニプロ」 ニプロ 35.50
外用薬 1319742Q1284 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「ニットー」 東亜薬品 35.50
外用薬 1319742Q2019 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン１．５％１ｍＬ点眼液 22.50
外用薬 1319742Q2035 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 46.40
外用薬 1319742Q2051 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 35.20
外用薬 1319742Q2060 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％「ＹＤ」 陽進堂 40.90
外用薬 1319742Q2094 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％「科研」 ダイト 46.40
外用薬 1319742Q2108 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％「杏林」 キョーリンリメディ

オ
35.20

外用薬 1319742Q2116 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％「タカタ」 高田製薬 35.20
外用薬 1319742Q2124 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％「テバ」 武田テバ薬品 50.70
外用薬 1319742Q2132 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％「日新」 日新製薬（山形） 35.20
外用薬 1319742Q2140 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイザー」 ファイザー 35.20
外用薬 1319743Q1041 ブロムフェナクナトリウム水

和物
０．１％１ｍＬ 局 ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 日新製薬（山形） 44.70

外用薬 1319743Q1050 ブロムフェナクナトリウム水
和物

０．１％１ｍＬ 局 ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「ニットー」 東亜薬品 44.70

外用薬 1319744Q1038 レボブノロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ レボブノロール塩酸塩点眼液０．５％「ニッテ
ン」

ニッテン 234.70

外用薬 1319744Q1046 レボブノロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ レボブノロール塩酸塩ＰＦ点眼液０．５％「日
点」

日本点眼薬研究所 234.70

外用薬 1319746Q1037 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＴＳ」 テイカ製薬 65.40
外用薬 1319746Q1045 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「サワイ」 沢井製薬 65.40
外用薬 1319746Q1053 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「ＴＯ

Ａ」
東亜薬品 65.40

外用薬 1319746Q1061 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「三
和」

三和化学研究所 65.40

外用薬 1319746Q1070 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「わか
もと」

わかもと製薬 65.40

外用薬 1319746Q1088 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「イセイ」 コーアイセイ 72.00
外用薬 1319746Q1096 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 72.00
外用薬 1319746Q1100 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ファイ

ザー」
ファイザー 65.40
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外用薬 1319746Q1126 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＪＧ」 日本ジェネリック 72.00
外用薬 1319746Q1134 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「杏林」 キョーリンリメディ

オ
65.40

外用薬 1319746Q1142 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ニットー」 東亜薬品 65.40
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 144.10
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 144.10
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 158.60
外用薬 1319753Q1037 モキシフロキサシン塩酸塩 ０．５％１ｍＬ モキシフロキサシン点眼液０．５％「日点」 日本点眼薬研究所 42.70
外用薬 1319753Q1045 モキシフロキサシン塩酸塩 ０．５％１ｍＬ モキシフロキサシン点眼液０．５％「ニットー」 東亜薬品 42.70
外用薬 1319754Q1031 トラボプロスト ０．００４％１ｍＬ トラボプロスト点眼液０．００４％「ニットー」 東亜薬品 334.30
外用薬 1319757Q1035 ビマトプロスト ０．０３％１ｍＬ ビマトプロスト点眼液０．０３％「ＳＥＣ」 参天アイケア 274.00
外用薬 1319757Q1043 ビマトプロスト ０．０３％１ｍＬ ビマトプロスト点眼液０．０３％「ＴＳ」 テイカ製薬 274.00
外用薬 1319757Q1051 ビマトプロスト ０．０３％１ｍＬ ビマトプロスト点眼液０．０３％「日新」 日新製薬（山形） 274.00
外用薬 1319757Q1060 ビマトプロスト ０．０３％１ｍＬ ビマトプロスト点眼液０．０３％「ニットー」 東亜薬品 274.00
外用薬 1319757Q1078 ビマトプロスト ０．０３％１ｍＬ ビマトプロスト点眼液０．０３％「わかもと」 わかもと製薬 274.00
外用薬 1319809X2051 ネオスチグミン・無機塩類配

合剤
５ｍＬ１瓶 マイピリン点眼液 日本点眼薬研究所 86.40

外用薬 1319810Q1029 トロピカミド・フェニレフリ
ン塩酸塩

１ｍＬ オフミック点眼液 わかもと製薬 20.20

外用薬 1319810Q1061 トロピカミド・フェニレフリ
ン塩酸塩

１ｍＬ サンドールＰ点眼液 日本点眼薬研究所 20.20

外用薬 1319810Q1070 トロピカミド・フェニレフリ
ン塩酸塩

１ｍＬ ミドレフリンＰ点眼液 日東メディック 20.20

外用薬 1319811Q2038 フラビンアデニンジヌクレオ
チドナトリウム・コンドロイ
チン硫酸エステルナトリウム

５ｍＬ１瓶 ムコティア点眼液 日本点眼薬研究所 86.40

外用薬 1319816Q1034 精製ヒアルロン酸ナトリウ
ム・コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

０．５ｍＬ１筒 ビスコート０．５眼粘弾剤 日本アルコン 4,551.40

外用薬 1319816Q1042 精製ヒアルロン酸ナトリウ
ム・コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

０．５ｍＬ１筒 シェルガン０．５眼粘弾剤 生化学工業 4,551.40

外用薬 1319817Q1039 ラタノプロスト・チモロール
マレイン酸塩

１ｍＬ ラタチモ配合点眼液「センジュ」 千寿製薬 412.90

外用薬 1319817Q1047 ラタノプロスト・チモロール
マレイン酸塩

１ｍＬ ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 ニッテン 412.90

外用薬 1319817Q1055 ラタノプロスト・チモロール
マレイン酸塩

１ｍＬ ラタチモ配合点眼液「ニットー」 東亜薬品 412.90

外用薬 1319817Q1063 ラタノプロスト・チモロール
マレイン酸塩

１ｍＬ ラタチモ配合点眼液「ＴＳ」 テイカ製薬 412.90

外用薬 1319819Q1038 ドルゾラミド塩酸塩・チモ
ロールマレイン酸塩

１ｍＬ ドルモロール配合点眼液「センジュ」 千寿製薬 209.10

外用薬 1319819Q1046 ドルゾラミド塩酸塩・チモ
ロールマレイン酸塩

１ｍＬ ドルモロール配合点眼液「ニットー」 東亜薬品 209.10

外用薬 1319819Q1054 ドルゾラミド塩酸塩・チモ
ロールマレイン酸塩

１ｍＬ ドルモロール配合点眼液「わかもと」 わかもと製薬 209.10

外用薬 1319819Q1062 ドルゾラミド塩酸塩・チモ
ロールマレイン酸塩

１ｍＬ ドルモロール配合点眼液「日点」 日本点眼薬研究所 209.10

外用薬 1319819Q1070 ドルゾラミド塩酸塩・チモ
ロールマレイン酸塩

１ｍＬ ドルモロール配合点眼液「ＴＳ」 テイカ製薬 209.10

外用薬 1319820Q1030 トラボプロスト・チモロール
マレイン酸塩

１ｍＬ トラチモ配合点眼液「ニットー」 東亜薬品 494.00

外用薬 1329700Q1015 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

クロモグリク酸ナトリウム１９０ｍｇ９．５ｍＬ
点鼻液

261.10

外用薬 1329700Q1252 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「科研」 科研製薬 427.90

外用薬 1329701Q1036 ジオクチルソジウムスルホサ
クシネート

５％１ｍＬ ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液
５％「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 48.80

外用薬 1329702R3012 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル８．５ｍｇ
８．５ｇ点鼻液

377.20

外用薬 1329702R5015 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

９．３７５ｍｇ７．５ｇ
１瓶

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル９．３７５
ｍｇ７．５ｇ点鼻液

364.50

外用薬 1329702R7018 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

１．５０ｍｇ０．９０８
７ｇ１瓶

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル１．５０ｍ
ｇ０．９０８７ｇ噴霧用

596.90

外用薬 1329705Q1018 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ケトチフェンフマル酸塩６．０４８ｍｇ８ｍＬ点
鼻液

268.00

外用薬 1329707Q1017 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル２．０４ｍｇ
４ｍＬ点鼻液

362.00

外用薬 1329707Q2056 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「イセイ」５
６噴霧用

コーアイセイ 355.30

外用薬 1329707Q2064 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「サワイ」５
６噴霧用

沢井製薬 355.30

外用薬 1329707Q2080 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「日医工」５
６噴霧用

日医工ファーマ 355.30

外用薬 1329707Q2099 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「杏林」５６
噴霧用

キョーリンリメディ
オ

355.30

外用薬 1329707Q3010 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル４．０８ｍｇ
８ｍＬ点鼻液

481.70

外用薬 1329707Q3095 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 スカイロン点鼻液５０μｇ５６噴霧用 東興薬品工業 635.60

外用薬 1329707Q3117 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワイ」５６噴霧
用

沢井製薬 635.60

外用薬 1329707Q3125 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」５６噴霧
用

東和薬品 635.60

外用薬 1329707Q3133 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ
ｇ「日医工」５６噴霧用

日医工 635.60

外用薬 1329707Q3168 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フロラーズ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 日本臓器製薬 635.60

外用薬 1329707Q3192 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」５６噴
霧用

日医工ファーマ 635.60

外用薬 1329707Q3206 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 キョーリンリメディ
オ

635.60

外用薬 1329707Q3222 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「武田テバ」５６噴
霧用

武田テバ薬品 635.60

外用薬 1329707Q3230 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「三和」５６噴霧用 三和化学研究所 635.60

外用薬 1329707Q3249 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ
ｇ「ＣＥＯ」５６噴霧用

セオリアファーマ 635.60

外用薬 1329707Q3257 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ
ｇ「ＤＳＰ」５６噴霧用

東興薬品工業 635.60
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外用薬 1329707Q3265 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ
ｇ「トーワ」５６噴霧用

東和薬品 635.60

外用薬 1329707Q3273 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ
ｇ「日本臓器」５６噴霧用

日本臓器製薬 635.60

外用薬 1329707Q4016 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

８．１６ｍｇ１６ｍＬ１
瓶

フルチカゾンプロピオン酸エステル８．１６ｍｇ
１６ｍＬ点鼻液

1,306.70

外用薬 1329710Q1035 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 キョーリンリメディ
オ

632.00

外用薬 1329710Q1043 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＣＥＯ」５６噴霧用 東亜薬品 544.50

外用薬 1329710Q1051 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＪＧ」５６噴霧用 日本ジェネリック 544.50

外用薬 1329710Q1060 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「タカタ」５６噴霧用 高田製薬 544.50

外用薬 1329710Q1078 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」５６噴霧用 東和薬品 544.50

外用薬 1329710Q1086 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ニットー」５６噴霧
用

日東メディック 544.50

外用薬 1329710Q2031 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

９ｍｇ１８ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」１１２噴霧用 キョーリンリメディ
オ

1,236.50

外用薬 1329710Q2040 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

９ｍｇ１８ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＣＥＯ」１１２噴霧
用

東亜薬品 1,236.50

外用薬 1329710Q2058 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

９ｍｇ１８ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＪＧ」１１２噴霧用 日本ジェネリック 1,236.50

外用薬 1329710Q2066 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

９ｍｇ１８ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「タカタ」１１２噴霧
用

高田製薬 1,236.50

外用薬 1329710Q2074 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

９ｍｇ１８ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」１１２噴霧
用

東和薬品 1,236.50

外用薬 1329710Q2082 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

９ｍｇ１８ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ニットー」１１２噴
霧用

日東メディック 1,287.40

外用薬 1329710Q3020 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

３．５ｍｇ７ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＭＹＬ」５６噴霧用 東興薬品工業 544.50

外用薬 1329710Q4026 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

６．５ｍｇ１３ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＭＹＬ」１１２噴霧
用

東興薬品工業 1,236.50

外用薬 2171700S1010 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビド（４０ｍｇ）貼付剤 29.20
外用薬 2171700S1150 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 40.10
外用薬 2171700S1168 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 40.10
外用薬 2171700S1176 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 40.10
外用薬 2171701S6016 ニトログリセリン （２７ｍｇ）９．６ｃ㎡

１枚
ニトログリセリン（２７ｍｇ）９．６ｃ㎡貼付剤 58.50

外用薬 2234700G1019 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩０．２％吸入液 7.00
外用薬 2259701G1012 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管 クロモグリク酸ナトリウム１％２ｍＬ吸入液 31.00
外用薬 2259707S1012 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロール（０．５ｍｇ）貼付剤 13.70
外用薬 2259707S1047 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ０．５「ＥＭＥＣ」 ニプロファーマ 18.90
外用薬 2259707S1063 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 18.90
外用薬 2259707S1071 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 18.90
外用薬 2259707S1080 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「日医工」 日医工 18.90
外用薬 2259707S1110 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 20.40
外用薬 2259707S1136 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 20.40
外用薬 2259707S1187 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 18.90
外用薬 2259707S1195 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 18.90
外用薬 2259707S1209 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 18.90
外用薬 2259707S1217 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「久光」 久光製薬 18.90
外用薬 2259707S2019 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロール（１ｍｇ）貼付剤 18.20
外用薬 2259707S2043 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ１「ＥＭＥＣ」 ニプロファーマ 26.90
外用薬 2259707S2060 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 26.90
外用薬 2259707S2086 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「日医工」 日医工 26.90
外用薬 2259707S2116 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 26.90
外用薬 2259707S2124 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ１「オーハラ」 大原薬品工業 29.10
外用薬 2259707S2132 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 29.10
外用薬 2259707S2183 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 26.90
外用薬 2259707S2191 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 26.90
外用薬 2259707S2205 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 26.90
外用薬 2259707S2213 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「久光」 久光製薬 26.90
外用薬 2259707S3015 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロール（２ｍｇ）貼付剤 27.70
外用薬 2259707S3040 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ２「ＥＭＥＣ」 ニプロファーマ 34.90
外用薬 2259707S3066 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 34.90
外用薬 2259707S3074 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 34.90
外用薬 2259707S3112 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 37.40
外用薬 2259707S3120 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ２「オーハラ」 大原薬品工業 37.40
外用薬 2259707S3139 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 37.40
外用薬 2259707S3180 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 34.90
外用薬 2259707S3198 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 34.90
外用薬 2259707S3201 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 34.90
外用薬 2259707S3210 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 久光製薬 34.90
外用薬 2260700B1119 アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物
０．４％１ｇ アズレン含嗽用散０．４％「トーワ」 東和薬品 6.30

外用薬 2260700C1106 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ アズレン含嗽用顆粒０．４％「日医工」 日医工 6.30

外用薬 2260700C1130 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ 水溶性アズレン含嗽用顆粒０．４％「ＹＤ」 陽進堂 6.30

外用薬 2260700C1149 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ アズレン含嗽用顆粒０．４％「ツルハラ」 鶴原製薬 6.30

外用薬 2260700F1021 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズノールうがい液４％ 日本点眼薬研究所 35.00

外用薬 2260700F1056 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレイうがい液４％ 協和新薬 37.70

外用薬 2260700F1102 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ケンエー」 健栄製薬 35.00

外用薬 2260700F1129 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 35.00

外用薬 2260700F1137 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＴＳＵ」 鶴原製薬 37.70

外用薬 2260700F1145 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＴＯＡ」 東亜薬品 35.00
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外用薬 2260700F1153 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ニットー」 日東メディック 37.70

外用薬 2260700F2036 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

１％１ｍＬ アズレン含嗽液アーズミンうがい液１％ 本草製薬 10.30

外用薬 2260701F1255 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポピヨドンガーグル７％ 吉田製薬 2.20
外用薬 2260701F1298 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポピロンガーグル７％ シオエ製薬 2.20
外用薬 2260701F1328 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル液７％「東海」 東海製薬 2.20
外用薬 2260701F1336 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「メタル」 中北薬品 2.20
外用薬 2260701F1344 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポピラールガーグル７％ 日興製薬 2.20
外用薬 2260701F1352 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 日医工 2.20
外用薬 2260701F1360 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨード含嗽用液７％「ＹＤ」 陽進堂 2.20
外用薬 2260701F1387 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「マイラン」 マイラン製薬 2.20
外用薬 2260701F1409 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル液７％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
2.20

外用薬 2260701F1417 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル液７％「ケンエー」 健栄製薬 2.20
外用薬 2260701F1425 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル液７％「イワキ」 岩城製薬 2.20
外用薬 2260701F1433 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル液７％「シオエ」 シオエ製薬 2.20
外用薬 2260702F1063 アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物・炭酸水素ナトリウ
０．１％１ｇ ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 ニプロ 6.10

外用薬 2290701G4038 ブデソニド ０．２５ｍｇ２ｍＬ１管 ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 72.10
外用薬 2290701G5034 ブデソニド ０．５ｍｇ２ｍＬ１管 ブデソニド吸入液０．５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 98.40
外用薬 2290801G1037 ブデソニド・ホルモテロール

フマル酸塩水和物
３０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ＪＧ」 日本ジェネリック 1,068.90

外用薬 2290801G1045 ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

３０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ＭＹＬ」 東亜薬品 1,068.90

外用薬 2290801G1053 ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

３０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ニプロ」 ニプロ 1,068.90

外用薬 2290801G2033 ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

６０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」 日本ジェネリック 1,954.90

外用薬 2290801G2041 ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

６０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＭＹＬ」 東亜薬品 2,023.20

外用薬 2290801G2050 ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

６０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ニプロ」 ニプロ 2,023.20

外用薬 2357701K1040 グリセリン ５０％１０ｍＬ グリセリン浣腸「ヤマゼン」 山善製薬 10.10
外用薬 2357701K1121 グリセリン ５０％１０ｍＬ グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 健栄製薬 9.70
外用薬 2399706M1095 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン軟膏口腔用０．１％「ＣＨ」 長生堂製薬 50.00
外用薬 2399706M1125 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 日本化薬 47.60
外用薬 2399706M1133 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「日医工」 池田薬品工業 47.60
外用薬 2399707M1057 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ オルテクサー口腔用軟膏０．１％ ビーブランド・メ

ディコーデンタル
63.90

外用薬 2399709E1043 セチルピリジニウム塩化物水
和物

２ｍｇ１錠 セチルピリジニウム塩化物トローチ２ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 5.70

外用薬 2399710E1046 デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ１錠 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

5.70

外用薬 2399714J1018 ドンペリドン １０ｍｇ１個 ドンペリドン１０ｍｇ坐剤 28.30
外用薬 2399714J2014 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 ドンペリドン３０ｍｇ坐剤 42.20
外用薬 2399714J2073 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 48.20
外用薬 2399714J2081 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 48.20
外用薬 2399715X1031 メサラジン １ｇ１個 メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 453.80
外用薬 2399715X1040 メサラジン １ｇ１個 メサラジン注腸１ｇ「ケンエー」 シオノケミカル 467.70
外用薬 2419700R2037 デスモプレシン酢酸塩水和物 ５００μｇ１瓶 デスモプレシン点鼻スプレー０．０１％「ＩＬ

Ｓ」
ＩＬＳ 2,881.50

外用薬 2454701X1033 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

３．９５ｍｇ１個 ステロネマ注腸３ｍｇ 日医工 514.10

外用薬 2454701X2030 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

１．９７５ｍｇ１個 ステロネマ注腸１．５ｍｇ 日医工 367.00

外用薬 2456700X1025 プレドニゾロンリン酸エステ
ルナトリウム

２０ｍｇ１個 プレドネマ注腸２０ｍｇ 杏林製薬 550.30

外用薬 2499701R1010 ブセレリン酢酸塩 １５．７５ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

ブセレリン酢酸塩１５．７５ｍｇ１０ｍＬ点鼻液 5,228.50

外用薬 2499702Q1019 ナファレリン酢酸塩水和物 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ナファレリン酢酸塩１０ｍｇ５ｍＬ点鼻液 5,533.10
外用薬 2529702H1087 クロトリマゾール １００ｍｇ１錠 クロトリマゾール腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 29.70
外用薬 2529706H1050 チニダゾール ２００ｍｇ１個 チニダゾール腟錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 50.50
外用薬 2529708J1019 イソコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１個 イソコナゾール硝酸塩１００ｍｇ腟錠 48.60
外用薬 2529708J2015 イソコナゾール硝酸塩 ３００ｍｇ１個 イソコナゾール硝酸塩３００ｍｇ腟錠 145.20
外用薬 2529709H1011 オキシコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１錠 オキシコナゾール硝酸塩１００ｍｇ腟錠 45.90
外用薬 2529709H2018 オキシコナゾール硝酸塩 ６００ｍｇ１錠 オキシコナゾール硝酸塩６００ｍｇ腟錠 246.60
外用薬 2559806M1030 ヒドロコルチゾン・フラジオ

マイシン配合剤
１ｇ ヘモレックス軟膏 ジェイドルフ製薬 20.70

外用薬 2559808M1039 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾ １ｇ ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ製薬 12.80
外用薬 2559814J1011 ジフルコルトロン吉草酸エス

テル・リドカイン
１個 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐

剤
20.30

外用薬 2559814M1018 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１ｇ ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン軟
膏

16.10

外用薬 2611700Q1038 次亜塩素酸ナトリウム ６％１０ｇ 次亜塩６％「ヨシダ」 吉田製薬 3.80
外用薬 2611700Q2034 次亜塩素酸ナトリウム １０％１０ｇ ハイポライト消毒液１０％ サンケミファ 5.90
外用薬 2611700Q3030 次亜塩素酸ナトリウム １％１０ｇ ヤクラックスＤ液１％ ヤクハン製薬 5.20
外用薬 2612701Q1099 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ポピヨドンスクラブ７．５％ 吉田製薬 19.30
外用薬 2612701Q1137 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
19.30

外用薬 2612701Q1145 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ポビドンヨードスクラブ液７．５％「ケンエー」 健栄製薬 18.40
外用薬 2612701Q1153 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ポビドンヨードスクラブ液７．５％「イワキ」 岩城製薬 19.30
外用薬 2612701Q2117 ポビドンヨード １０％１０ｇ ポピヨドンゲル１０％ 吉田製薬 39.50
外用薬 2612701Q2125 ポビドンヨード １０％１０ｇ ポビドンヨードゲル１０％「マイラン」 マイラン製薬 38.30
外用薬 2612701Q2133 ポビドンヨード １０％１０ｇ ポビドンヨードゲル１０％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
38.30

外用薬 2612701Q2141 ポビドンヨード １０％１０ｇ ポビドンヨードゲル１０％「イワキ」 岩城製薬 38.30
外用薬 2612701Q3113 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード液１０％「メタル」 中北薬品 11.30
外用薬 2612701Q3270 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨード液１０％ ヤクハン製薬 10.90
外用薬 2612701Q3334 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨドン液１０％ 吉田製薬 11.30
外用薬 2612701Q3350 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ハイポピロン外用液１０％ 三恵薬品 13.20
外用薬 2612701Q3385 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ヒポジン消毒液１０％ シオエ製薬 12.80
外用薬 2612701Q3393 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「東海」 東海製薬 12.80
外用薬 2612701Q3407 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピラール消毒液１０％ 日興製薬 11.30
外用薬 2612701Q3415 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「オオサキ」 オオサキメディカル 11.30
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外用薬 2612701Q3431 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 ニプロ 13.20
外用薬 2612701Q3440 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「日新」 日新製薬（山形） 13.20
外用薬 2612701Q3458 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 マイラン製薬 12.80
外用薬 2612701Q3466 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
10.90

外用薬 2612701Q3474 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード消毒液１０％「ケンエー」 健栄製薬 11.30
外用薬 2612701Q3482 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「イワキ」 岩城製薬 11.30
外用薬 2612701Q3490 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード消毒液１０％「カネイチ」 兼一薬品工業 11.30
外用薬 2612701Q3504 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード消毒液１０％「シオエ」 シオエ製薬 12.80
外用薬 2612701Q4063 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨドンフィールド１０％ 吉田製薬 16.10
外用薬 2612701Q4071 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨードフィールド外用液１０％「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
16.10

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

大塚製薬工場 11.30

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

大塚製薬工場 16.80

外用薬 2612704Q1068 希ヨードチンキ １０ｍＬ 山善稀ヨーチン 山善製薬 7.60
外用薬 2612705X1040 ヨードチンキ １０ｍＬ 三丸ヨーチン サンケミファ 6.40
外用薬 2615705Q1048 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノール液ＩＰ 健栄製薬 6.40
外用薬 2615705Q1056 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールＢ液ＩＰ 健栄製薬 6.40
外用薬 2615705Q1064 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタプロコール 日興製薬 6.40
外用薬 2615705Q1072 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタライト液 ヤクハン製薬 6.40
外用薬 2615705Q1099 エタノール １０ｍＬ 消エタコア 東海製薬 6.40
外用薬 2615705Q1102 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタＩＰ「メタル」 中北薬品 6.40
外用薬 2615705Q1110 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールα「カネイチ」 兼一薬品工業 6.40
外用薬 2615705Q1129 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタプロコールＵ 日興製薬 6.40
外用薬 2615705Q1145 エタノール １０ｍＬ 消エタサラコール サラヤ 6.40
外用薬 2615705Q1170 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタライトＢ液 ヤクハン製薬 6.40
外用薬 2615705Q1200 エタノール １０ｍＬ エコ消エタ消毒液 吉田製薬 6.40
外用薬 2615705Q1226 エタノール １０ｍＬ オー消エタ消毒液 日医工 6.40
外用薬 2615705Q1234 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールＩＰＡ液「東豊」 東豊薬品 6.40
外用薬 2616707Q1028 ベンザルコニウム塩化物 ０．０２％１０ｍＬ プリビーシー液０．０２％ 大塚製薬工場 5.70
外用薬 2616707Q2024 ベンザルコニウム塩化物 ０．０５％１０ｍＬ プリビーシー液０．０５％ 大塚製薬工場 5.70
外用薬 2616707Q3020 ベンザルコニウム塩化物 ０．１％１０ｍＬ プリビーシー液０．１％ 大塚製薬工場 5.70
外用薬 2616707Q3039 ベンザルコニウム塩化物 ０．１％１０ｍＬ ヤクゾールＥ液０．１ ヤクハン製薬 5.70
外用薬 2616707Q4027 ベンザルコニウム塩化物 １０％１０ｍＬ ザルコニンＧ消毒液１０ 健栄製薬 6.40
外用薬 2619700Q1214 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．１％「タイセイ」 大成薬品工業 6.60
外用薬 2619700Q2130 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．２％「タイセイ」 大成薬品工業 6.60
外用薬 2619702Q1035 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ステリクロンＷエタノール液０．５ 健栄製薬 6.40
外用薬 2619702Q1060 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ マスキンＷ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） 丸石製薬 6.40
外用薬 2619702Q1078 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザックアルコール液 吉田製薬 6.40
外用薬 2619702Q1086 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ０．５％ラポテックアルコール液 日興製薬 6.40
外用薬 2619702Q1132 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．５ 健栄製薬 6.40
外用薬 2619702Q1159 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ０．５ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 6.40
外用薬 2619702Q1167 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ０．５％ラポテックアルコール（Ｗ）液 日興製薬 6.40
外用薬 2619702Q1175 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 6.40
外用薬 2619702Q1191 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ クロバインＡ 山善製薬 6.40
外用薬 2619702Q1213 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ０．５％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 6.40
外用薬 2619702Q1248 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ グルコジンＷ・エタノール液０．５％ ヤクハン製薬 6.40
外用薬 2619702Q1256 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ イワコールエタノール消毒液０．５％ 小堺製薬 6.40
外用薬 2619702Q1264 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ヘヴィック消毒液０．５％ 中北薬品 6.40
外用薬 2619702Q1272 クロルヘキシジングルコン酸

塩
０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液ＥＷ０．

５％「ＮＰ」
ニプロ 6.40

外用薬 2619702Q2023 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ステリクロンＲエタノール液０．５ 健栄製薬 6.40
外用薬 2619702Q2040 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ マスキンＲ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） 丸石製薬 6.40
外用薬 2619702Q2058 クロルヘキシジングルコン酸

塩
０．５％１０ｍＬ ０．５％グルコン酸クロルヘキシジン・エタノー

ル液「東海」
東海製薬 6.40

外用薬 2619702Q2082 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．５ 健栄製薬 6.40
外用薬 2619702Q2104 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 6.40
外用薬 2619702Q2112 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ステリクロンＢエタノール液０．５ 健栄製薬 6.40
外用薬 2619702Q2120 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ０．５％グルコジンＲ水 ヤクハン製薬 6.40
外用薬 2619702Q2139 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザックアルコール液Ｎ 吉田製薬 6.40
外用薬 2619702Q2180 クロルヘキシジングルコン酸 ０．５％１０ｍＬ グルコジンＲ・エタノール液０．５％ ヤクハン製薬 6.40
外用薬 2619702Q2198 クロルヘキシジングルコン酸

塩
０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液

０．５％Ｒ「カネイチ」
兼一薬品工業 6.40

外用薬 2619702Q3054 クロルヘキシジングルコン酸 ５％１０ｍＬ クロヘキシン液５％ 東洋製薬化成 10.70
外用薬 2619702Q3070 クロルヘキシジングルコン酸 ５％１０ｍＬ グルコン酸クロルヘキシジン５％液「メタル」 中北薬品 10.70
外用薬 2619702Q3097 クロルヘキシジングルコン酸 ５％１０ｍＬ ５％ヘキザック液 吉田製薬 10.70
外用薬 2619702Q3100 クロルヘキシジングルコン酸 ５％１０ｍＬ ５％クロルヘキシジン液「ヤマゼン」 山善製薬 9.40
外用薬 2619702Q3119 クロルヘキシジングルコン酸 ５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」 東海製薬 10.70
外用薬 2619702Q3143 クロルヘキシジングルコン酸 ５％１０ｍＬ ５％フェルマジン液 シオエ製薬 10.70
外用薬 2619702Q3160 クロルヘキシジングルコン酸 ５％１０ｍＬ マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 丸石製薬 10.70
外用薬 2619702Q3194 クロルヘキシジングルコン酸 ５％１０ｍＬ ステリクロン液５ 健栄製薬 10.70
外用薬 2619702Q3216 クロルヘキシジングルコン酸 ５％１０ｍＬ ラポテック消毒液５％ 日興製薬 10.70
外用薬 2619702Q3224 クロルヘキシジングルコン酸 ５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」 日医工 9.40
外用薬 2619702Q3232 クロルヘキシジングルコン酸

塩
５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液５％「Ｎ

Ｐ」
ニプロ 10.70

外用薬 2619702Q3259 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液５％「カネ
イチ」

兼一薬品工業 10.70

外用薬 2619702Q3267 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液５％「シオ
エ」

シオエ製薬 10.70

外用薬 2619702Q3275 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液５％「日医
工」

日医工 9.40

外用薬 2619702Q5030 クロルヘキシジングルコン酸 ５％１０ｍＬ ５％グルクロ液 三恵薬品 10.70
外用薬 2619702Q5049 クロルヘキシジングルコン酸 ５％１０ｍＬ ネオクレミール消毒液５％ サンケミファ 10.70
外用薬 2619702Q6029 クロルヘキシジングルコン酸 ０．０５％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．０５ 健栄製薬 5.80
外用薬 2619702Q6045 クロルヘキシジングルコン酸 ０．０５％１０ｍＬ ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 日興製薬 5.80
外用薬 2619702Q6053 クロルヘキシジングルコン酸 ０．０５％１０ｍＬ ０．０５％グルコジンＲ水 ヤクハン製薬 5.80
外用薬 2619702Q6070 クロルヘキシジングルコン酸 ０．０５％１０ｍＬ ０．０５％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 5.80
外用薬 2619702Q7025 クロルヘキシジングルコン酸 ０．１％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．１ 健栄製薬 5.80
外用薬 2619702Q7033 クロルヘキシジングルコン酸 ０．１％１０ｍＬ ０．１％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 5.80
外用薬 2619702Q8021 クロルヘキシジングルコン酸 ０．０２％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０２ 健栄製薬 5.80
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外用薬 2619702Q8030 クロルヘキシジングルコン酸 ０．０２％１０ｍＬ ０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 5.80
外用薬 2619702Q8048 クロルヘキシジングルコン酸 ０．０２％１０ｍＬ ０．０２％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 5.80
外用薬 2619702Q8056 クロルヘキシジングルコン酸 ０．０２％１０ｍＬ ０．０２％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 5.80
外用薬 2619702X1021 クロルヘキシジングルコン酸 ０．１％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．１ 健栄製薬 5.80
外用薬 2619702X1030 クロルヘキシジングルコン酸 ０．１％１０ｍＬ ０．１％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 5.80
外用薬 2619702X1048 クロルヘキシジングルコン酸 ０．１％１０ｍＬ ０．１ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 5.80
外用薬 2619702X1056 クロルヘキシジングルコン酸 ０．１％１０ｍＬ ０．１％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 5.80
外用薬 2619702X2028 クロルヘキシジングルコン酸 ０．０５％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０５ 健栄製薬 5.80
外用薬 2619702X2036 クロルヘキシジングルコン酸 ０．０５％１０ｍＬ ０．０５％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 5.80
外用薬 2619702X2044 クロルヘキシジングルコン酸 ０．０５％１０ｍＬ ０．０５％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 5.80
外用薬 2619711X1020 レゾルシン １０ｇ レゾルシン「純生」 小堺製薬 180.90
外用薬 2619716Q1029 アルキルジアミノエチルグリ

シン塩酸塩
１０％１０ｍＬ エルエイジー１０液 吉田製薬 6.60

外用薬 2619716Q1053 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ キンサールＧ－１０液 日興製薬 6.60

外用薬 2619716Q1088 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ サテニジン液１０ 健栄製薬 6.60

外用薬 2619716Q1177 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ ハイジール消毒用液１０％ 丸石製薬 6.60

外用薬 2619716Q1193 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ ウスノン消毒液１０％ 小堺製薬 6.60

外用薬 2619716Q1215 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液１
０％「メタル」

中北薬品 6.60

外用薬 2619716Q1231 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

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

ニプロ 6.60

外用薬 2619716Q1240 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液１０Ｗ
／Ｗ％「ファイザー」

マイラン製薬 6.60

外用薬 2619716Q1258 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン消毒液１０％
「日医工」

日医工 6.60

外用薬 2619716Q3021 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．０５％１０ｍＬ エルエイジー０．０５液 吉田製薬 5.20

外用薬 2619716Q3030 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．０５％１０ｍＬ サテニジン液０．０５ 健栄製薬 5.20

外用薬 2619716Q3048 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 5.20

外用薬 2619716Q4028 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．５％１０ｍＬ エルエイジー０．５液 吉田製薬 5.50

外用薬 2619716Q4036 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．５％１０ｍＬ サテニジン液０．５ 健栄製薬 5.50

外用薬 2619716Q4044 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 5.50

外用薬 2619716Q5024 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．１％１０ｍＬ エルエイジー０．１液 吉田製薬 5.20

外用薬 2619716Q5032 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．１％１０ｍＬ サテニジン液０．１ 健栄製薬 5.20

外用薬 2619716Q5040 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．１％１０ｍＬ ０．１Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 5.20

外用薬 2619716Q6020 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．２％１０ｍＬ エルエイジー０．２液 吉田製薬 5.20

外用薬 2619716Q6039 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．２％１０ｍＬ サテニジン液０．２ 健栄製薬 5.20

外用薬 2619716Q6047 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．２％１０ｍＬ ０．２Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 5.20

外用薬 2619800X1020 エタノール １０ｍＬ エチコール（ニワトリ印消毒用アルコール） 小堺製薬 4.50
外用薬 2619803X1024 エタノール １０ｍＬ 山善消アル 山善製薬 4.50
外用薬 2619805X1031 エタノール １０ｍＬ メタル消アル 中北薬品 4.40
外用薬 2619805X1066 エタノール １０ｍＬ 消毒用マルオアルコール 日医工 4.40
外用薬 2619813X1028 エタノール １０ｍＬ ネオ兼一消アルＡ 兼一薬品工業 4.40
外用薬 2619815X1027 エタノール １０ｍＬ 消毒用昭和アルコール 昭和製薬 4.40
外用薬 2619817X1026 エタノール １０ｍＬ ※ ネオ消アル（山善） 山善製薬 4.50
外用薬 2619819X1092 チオ硫酸ナトリウム水和物・

エタノール
１０ｍＬ ハイポアルコール液２％「ヤクハン」 ヤクハン製薬 6.60

外用薬 2619819X1106 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 吉田製薬 6.60

外用薬 2619819X1130 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ケンエー」 健栄製薬 6.60

外用薬 2619819X1149 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ニッコー」 日興製薬 6.60

外用薬 2619820Q1031 エタノール １０ｍＬ ネオ消アル「ニッコー」 日興製薬 4.50
外用薬 2634713M1038 クリンダマイシンリン酸エス

テル
１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「クラシエ」 シオノケミカル 17.10

外用薬 2634713M1046 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「タイヨー」 武田テバファーマ 17.10

外用薬 2634713M1054 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「イワ
キ」

岩城製薬 17.10

外用薬 2634713M1062 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「サワ
イ」

沢井製薬 17.10

外用薬 2634713M1070 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「ＤＫ」 大興製薬 17.10

外用薬 2639700N1016 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロキサシン１％クリーム 25.60
外用薬 2639700Q1012 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジフロキサシン１％ローション 25.60
外用薬 2639802M1034 クロラムフェニコール・フラ

ジオマイシン配合剤
１ｇ ハイセチンＰ軟膏 富士製薬工業 19.50

外用薬 2644700X1114 酢酸鉛 １０ｇ 山善酢酸鉛 山善製薬 26.60
外用薬 2645700Q1044 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（小堺） 小堺製薬 15.20
外用薬 2645700Q1109 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（山善） 山善製薬 15.20
外用薬 2645700Q1176 カンフル １０ｍＬ ｄｌ－カンフル精１０％「コザカイ」 小堺製薬 15.20
外用薬 2646701M2016 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ベタメタゾン吉草酸エステル０．１２％軟膏 6.20
外用薬 2646701M2199 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％

「トーワ」
東和薬品 8.10

外用薬 2646701N2011 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ベタメタゾン吉草酸エステル０．１２％クリーム 6.20
外用薬 2646701Q1011 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｍＬ ベタメタゾン吉草酸エステル０．１２％ローショ

ン
6.20

外用薬 2646703M1019 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル０．０６
４％軟膏

5.90

外用薬 2646703M1159 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ディーピーポロン軟膏０．０６４％ 東光薬品工業 9.50
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外用薬 2646703M1183 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏０．０
６４％「テイコク」

帝國製薬 8.70

外用薬 2646703M1191 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏０．０
６４％「サトウ」

佐藤製薬 9.50

外用薬 2646703M1205 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏０．０
６４％「ラクール」

東光薬品工業 9.50

外用薬 2646703N1014 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル０．０６
４％クリーム

5.90

外用薬 2646703N1154 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム
０．０６４％「テイコク」

帝國製薬 8.70

外用薬 2646703N1162 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム
０．０６４％「サトウ」

佐藤製薬 9.50

外用薬 2646703Q2017 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｍＬ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル０．０６
４％ローション

5.90

外用薬 2646704M2010 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン０．１％軟膏 7.80
外用薬 2646704N1019 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン０．１％クリーム 7.80
外用薬 2646704N1043 デキサメタゾン ０．１％１ｇ オイラゾンクリーム０．１％ 日新製薬（山形） 35.50
外用薬 2646704N2023 デキサメタゾン ０．０５％１ｇ オイラゾンクリーム０．０５％ 日新製薬（山形） 31.50
外用薬 2646704Q1015 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン０．１％ローション 7.80
外用薬 2646705M1018 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ トリアムシノロンアセトニド０．１％軟膏 4.50
外用薬 2646705M1123 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ トリシノロンゲル０．１％ 東興薬品工業 22.30
外用薬 2646705N1099 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ トリシノロンクリーム０．１％ 東興薬品工業 22.30
外用薬 2646708M1011 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド０．０５％軟膏 7.60
外用薬 2646708M1232 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロン軟膏０．０５％ 東興薬品工業 14.10
外用薬 2646708M1291 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「日医工」 東興薬品工業 14.10
外用薬 2646708N1017 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド０．０５％クリーム 7.60
外用薬 2646708N1262 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロンクリーム０．０５％ 東興薬品工業 14.10
外用薬 2646708N1270 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロンゲル０．０５％ 東興薬品工業 14.10
外用薬 2646708N1327 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニドクリーム０．０５％「日医工」 東興薬品工業 14.10
外用薬 2646708N1335 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニドゲル０．０５％「日医工」 東興薬品工業 14.10
外用薬 2646709M1156 フルオシノロンアセトニド ０．０２５％１ｇ フルオシノロンアセトニド軟膏０．０２５％「Ｙ

Ｄ」
陽進堂 7.70

外用薬 2646712M1190 プレドニゾロン ０．５％１ｇ プレドニゾロン軟膏０．５％「マイラン」 マイラン製薬 5.60
外用薬 2646713M1012 クロベタゾールプロピオン酸

エステル
０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル０．０５％

軟膏
9.00

外用薬 2646713N1018 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル０．０５％
クリーム

9.00

外用薬 2646713Q1014 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル０．０５％
液

6.60

外用薬 2646713Q1120 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ グリジールスカルプローション０．０５％ 佐藤製薬 9.70

外用薬 2646713Q1138 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステルローション
０．０５％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 9.70

外用薬 2646713Q1154 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステルローション
０．０５％「ラクール」

東光薬品工業 9.70

外用薬 2646720M1012 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル０．
３％軟膏

6.70

外用薬 2646720N1018 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル０．
３％クリーム

6.70

外用薬 2646720Q1014 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル０．
３％ローション

6.70

外用薬 2646722M1011 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル０．０５％軟膏 8.80
外用薬 2646722N1017 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル０．０５％クリーム 8.80
外用薬 2646722Q1013 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル０．０５％ローション 8.80
外用薬 2646723M1016 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステル０．０５％軟膏 8.70
外用薬 2646723N1011 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステル０．０５％クリーム 8.70
外用薬 2646725M1015 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート０．０５％軟膏 6.80
外用薬 2646725M1210 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＫＮ」 小林化工 11.10
外用薬 2646725M1228 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＭＹＫ」 前田薬品工業 10.90
外用薬 2646725N1010 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート０．０５％クリーム 6.80
外用薬 2646725Q1017 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート０．０５％ローション 6.80
外用薬 2646725Q1076 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナートローション０．０５％「ＭＹ

Ｋ」
前田薬品工業 10.90

外用薬 2646726M1010 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ デキサメタゾンプロピオン酸エステル０．１％軟
膏

10.40

外用薬 2646726N1015 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ デキサメタゾンプロピオン酸エステル０．１％ク
リーム

10.40

外用薬 2646726Q1011 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ デキサメタゾンプロピオン酸エステル０．１％
ローション

10.40

外用薬 2646727M1014 アルクロメタゾンプロピオン
酸エステル

０．１％１ｇ アルクロメタゾンプロピオン酸エステル０．１％
軟膏

15.00

外用薬 2646727M1049 アルクロメタゾンプロピオン
酸エステル

０．１％１ｇ タルメア軟膏０．１％ 富士製薬工業 20.40

外用薬 2646729M1013 デプロドンプロピオン酸エス
テル

０．３％１ｇ デプロドンプロピオン酸エステル０．３％軟膏 9.80

外用薬 2646729N1019 デプロドンプロピオン酸エス
テル

０．３％１ｇ デプロドンプロピオン酸エステル０．３％クリー
ム

9.80

外用薬 2646730M1016 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
０．０５％軟膏

11.20

外用薬 2646730N1011 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
０．０５％クリーム

11.20

外用薬 2646730Q1018 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
０．０５％ローション

11.20

外用薬 2646731M1010 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ モメタゾンフランカルボン酸エステル０．１％軟
膏

13.90

外用薬 2646731N1016 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ モメタゾンフランカルボン酸エステル０．１％ク
リーム

13.90

外用薬 2646731Q1012 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ モメタゾンフランカルボン酸エステル０．１％
ローション

13.90

外用薬 2649701Q1021 水酸化カルシウム １０ｍＬ ※ 石灰水（司生堂） 司生堂製薬 7.30
外用薬 2649710M1037 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏２０％ 佐藤製薬 26.90
外用薬 2649710M2025 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 20.30
外用薬 2649710M2033 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏シオエ シオエ製薬 19.10
外用薬 2649710M2050 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 日興製薬 20.30
外用薬 2649710M2068 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」 マイラン製薬 19.10
外用薬 2649710M2084 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヤマゼン」 山善製薬 20.30
外用薬 2649710M2092 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 吉田製薬 20.30
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外用薬 2649710M2122 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏１０％ 佐藤製薬 20.30
外用薬 2649710S1036 亜鉛華 ５ｇ ボチシート２０％ 帝國製薬 12.30
外用薬 2649711Q1025 カンタリスチンキ １ｍＬ ※ カンタリスチンキ（司生堂） 司生堂製薬 12.50
外用薬 2649719M1011 インドメタシン １％１ｇ インドメタシン１％軟膏 2.30
外用薬 2649719N1017 インドメタシン １％１ｇ インドメタシン１％クリーム 2.30
外用薬 2649719Q2010 インドメタシン １％１ｍＬ インドメタシン１％液 2.30
外用薬 2649719S1231 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インテナシンパップ７０ｍｇ 原沢製薬工業 17.10
外用薬 2649719S1258 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インドメタシンパップ７０ｍｇ「日医工」 日医工 17.10
外用薬 2649719S1304 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インドメタシンパップ７０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 17.10
外用薬 2649719S1339 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インドメタシンパップ７０ｍｇ「三友」 三友薬品 17.10
外用薬 2649719S1355 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インドメタシンパップ７０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 17.10
外用薬 2649719S1363 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インドメタシンパップ７０ｍｇ「ハラサワ」 原沢製薬工業 17.10
外用薬 2649726M1011 ベンダザック ３％１ｇ ベンダザック３％軟膏 8.20
外用薬 2649729S1014 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン（３０ｍｇ）１０ｃｍ×１４ｃｍ

貼付剤
11.90

外用薬 2649729S2010 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェン（２０ｍｇ）７ｃｍ×１０ｃｍ貼
付剤

12.30

外用薬 2649729S2185 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 12.30
外用薬 2649729S3017 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン（４０ｍｇ）１０ｃｍ×１４ｃｍ

貼付剤
17.10

外用薬 2649729S3092 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 17.10
外用薬 2649729S4013 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン（６０ｍｇ）２０ｃｍ×１４ｃｍ

貼付剤
17.10

外用薬 2649729S5010 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン（１２０ｍｇ）１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ貼付剤

17.10

外用薬 2649731M1080 フェルビナク ３％１ｇ スミルスチック３％ 三笠製薬 6.10
外用薬 2649731M1098 フェルビナク ３％１ｇ フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 三笠製薬 6.10
外用薬 2649731Q1014 フェルビナク ３％１ｍＬ フェルビナク３％ローション 3.30
外用薬 2649731R1028 フェルビナク ３％１ｍＬ スミル外用ポンプスプレー３％ 三笠製薬 6.10
外用薬 2649731R1036 フェルビナク ３％１ｍＬ フェルビナク外用ポンプスプレー３％「ラクー

ル」
東光薬品工業 6.10

外用薬 2649731R1044 フェルビナク ３％１ｍＬ フェルビナク外用ポンプスプレー３％「三笠」 三笠製薬 6.10
外用薬 2649731S1151 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 ファルジーテープ７０ｍｇ ニプロファーマ 14.00
外用薬 2649731S1178 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 救急薬品工業 14.00
外用薬 2649731S1194 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 スミルテープ７０ｍｇ 三笠製薬 14.00
外用薬 2649731S1259 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 14.00
外用薬 2649731S1267 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 14.00
外用薬 2649731S1275 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 14.00
外用薬 2649731S1283 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 14.00
外用薬 2649731S1291 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」 大石膏盛堂 14.00
外用薬 2649731S1305 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 14.00
外用薬 2649731S1313 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 14.00
外用薬 2649731S1321 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 フェルビナクテープ７０ｍｇ「久光」 久光製薬 14.00
外用薬 2649731S1330 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 フェルビナクテープ７０ｍｇ「三笠」 三笠製薬 14.00
外用薬 2649731S2018 フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フェルビナク（３５ｍｇ）７ｃｍ×１０ｃｍ貼付

剤
9.90

外用薬 2649731S3014 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク（１４０ｍｇ）２０ｃｍ×１４ｃｍ
貼付剤

19.60

外用薬 2649732S2063 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フルルビプロフェンテープ４０ｍｇ「ユートク」 祐徳薬品工業 13.10
外用薬 2649732S2071 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フルルビプロフェンテープ４０ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 13.10
外用薬 2649732S3019 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フルルビプロフェン（２０ｍｇ）７ｃｍ×１０ｃ

ｍ貼付剤
8.10

外用薬 2649734N1011 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクナトリウム１％クリーム 4.20
外用薬 2649734Q1018 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクナトリウム１％ゲル 4.20
外用薬 2649734Q2014 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクナトリウム１％ローション 4.20
外用薬 2649734S1015 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウム（１５ｍｇ）７ｃｍ×

１０ｃｍ貼付剤
11.10

外用薬 2649734S2011 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウム（３０ｍｇ）１０ｃｍ
×１４ｃｍ貼付剤

12.40

外用薬 2649734S2046 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「テイ
コク」

帝國製薬 17.10

外用薬 2649734S2054 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ユー
トク」

祐徳薬品工業 17.10

外用薬 2649734S2097 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 17.10
外用薬 2649734S2100 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 17.10
外用薬 2649734S2119 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「日医工」 日医工 17.10
外用薬 2649734S2127 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 17.10
外用薬 2649734S2143 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「Ｎ

Ｐ」
ニプロファーマ 17.10

外用薬 2649734S2151 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 17.10

外用薬 2649734S3018 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウム（７０ｍｇ）７ｃｍ×
１０ｃｍ貼付剤

11.10

外用薬 2649734S4065 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「日本臓
器」

日本臓器製薬 17.10

外用薬 2649734S4073 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「ラクー
ル」

三友薬品 17.10

外用薬 2649734S5010 ジクロフェナクナトリウム ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウム（２８０ｍｇ）２０ｃ
ｍ×１４ｃｍ貼付剤

27.00

外用薬 2649735Q1039 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＪＧ」 日本ジェネリック 2.80

外用薬 2649735Q1047 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 2.80

外用薬 2649735Q1055 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ラクール」 三友薬品 2.80

外用薬 2649735R1026 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａ外用ポンプスプレー１％
「ＴＣＫ」

辰巳化学 6.40

外用薬 2649735R1034 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａ外用ポンプスプレー１％
「ＹＤ」

陽進堂 6.20

外用薬 2649735S1036 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 17.80

外用薬 2649735S1052 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 17.10

外用薬 2649735S1060 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 17.10
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外用薬 2649735S1079 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

17.10

外用薬 2649735S1087 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 17.10

外用薬 2649735S1095 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 17.10

外用薬 2649735S1109 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 17.10

外用薬 2649735S1117 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三笠」 三笠製薬 17.10

外用薬 2649735S1125 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 17.10

外用薬 2649735S1133 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ
「日医工」

日医工 17.10

外用薬 2649735S1141 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ
「ファイザー」

大石膏盛堂 17.10

外用薬 2649735S1150 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「テイコ
ク」

帝國製薬 17.10

外用薬 2649735S1168 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 17.10

外用薬 2649735S1176 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ラクー
ル」

東光薬品工業 17.10

外用薬 2649735S2040 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 12.30

外用薬 2649735S2059 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 12.30

外用薬 2649735S2067 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 12.30

外用薬 2649735S2083 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 12.30

外用薬 2649735S2113 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 12.30

外用薬 2649735S2121 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 12.30

外用薬 2649735S2130 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 帝國製薬 12.30

外用薬 2649735S2148 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

12.30

外用薬 2649735S2156 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 12.30

外用薬 2649735S2164 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 12.30

外用薬 2649735S2172 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 12.30

外用薬 2649735S2180 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「日本臓
器」

日本臓器製薬 12.30

外用薬 2649735S2199 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三笠」 三笠製薬 12.30

外用薬 2649735S2202 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユート
ク」

祐徳薬品工業 12.30

外用薬 2649735S2210 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ラクー
ル」

東光薬品工業 12.30

外用薬 2649735S2229 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「ケ
ミファ」

日本ケミファ 12.30

外用薬 2649735S2237 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「タ
イホウ」

岡山大鵬薬品 12.30

外用薬 2649735S2245 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「日
医工」

日医工 12.30

外用薬 2649735S2253 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ
「ファイザー」

大石膏盛堂 12.30

外用薬 2649735S2261 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三友」 三友薬品 12.30

外用薬 2649735S2270 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「久光」 久光製薬 12.30

外用薬 2649735S2288 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 12.30

外用薬 2649735S3047 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 17.10

外用薬 2649735S3055 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファーマ 17.80

外用薬 2649735S3063 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 17.80

外用薬 2649735S3080 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 17.10

外用薬 2649735S3110 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 17.10

外用薬 2649735S3128 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 17.10

外用薬 2649735S3136 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」 帝國製薬 17.10

外用薬 2649735S3144 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ
オ

17.10

外用薬 2649735S3152 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 17.10

外用薬 2649735S3160 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 17.10

外用薬 2649735S3179 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 17.10

外用薬 2649735S3187 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「日本臓
器」

日本臓器製薬 17.10

外用薬 2649735S3195 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三笠」 三笠製薬 17.10

外用薬 2649735S3209 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユート
ク」

祐徳薬品工業 17.10

外用薬 2649735S3217 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ラクー
ル」

東光薬品工業 17.10

外用薬 2649735S3225 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 17.10

外用薬 2649735S3233 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ
「タイホウ」

岡山大鵬薬品 17.10
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外用薬 2649735S3241 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ
「日医工」

日医工 17.10

外用薬 2649735S3250 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ
「ファイザー」

大石膏盛堂 17.10

外用薬 2649735S3268 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三友」 三友薬品 17.80

外用薬 2649735S3276 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「久光」 久光製薬 17.10

外用薬 2649735S3284 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 17.10

外用薬 2649735S4027 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａパップ２００ｍｇ「三笠」 三笠製薬 34.10

外用薬 2649831S1028 パップ剤 １０ｇ ハーネシップ シオエ製薬 8.60
外用薬 2649843S1039 パップ剤 １０ｇ ＭＳ温シップ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 8.60
外用薬 2649843S1055 パップ剤 １０ｇ ＭＳ温シップ「タカミツ」 タカミツ 8.60
外用薬 2649843S1071 パップ剤 １０ｇ ラクール温シップ 東光薬品工業 8.60
外用薬 2649865N1023 副腎エキス・ヘパリン類似物

質配合剤
１ｇ ゼスタッククリーム 三笠製薬 6.60

外用薬 2649893S1029 パップ剤 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ＧＳプラスターＣ「ユートク」 祐徳薬品工業 8.00
外用薬 2649895S1028 パップ剤 １０ｇ ＭＳ冷シップ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 8.60
外用薬 2649895S1044 パップ剤 １０ｇ ＭＳ冷シップ「タカミツ」 タカミツ 8.60
外用薬 2649895S1052 パップ剤 １０ｇ ラクール冷シップ 東光薬品工業 8.60
外用薬 2649950M1151 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンゲル０．３％ 帝國製薬 5.60
外用薬 2649950M1178 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ゲル０．３％「アメル」 共和薬品工業 5.60
外用薬 2649950M1208 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ゲル０．３％「日医工」 帝國製薬 5.60
外用薬 2652701M1025 サリチル酸 ５％１０ｇ ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 東豊薬品 30.80
外用薬 2652701M2021 サリチル酸 １０％１０ｇ １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 東豊薬品 30.80
外用薬 2655700M1014 クロトリマゾール １％１ｇ クロトリマゾール１％軟膏 12.50
外用薬 2655700N1010 クロトリマゾール １％１ｇ クロトリマゾール１％クリーム 6.00
外用薬 2655700N1168 クロトリマゾール １％１ｇ タオンクリーム１％ 東興薬品工業 12.50
外用薬 2655700N1206 クロトリマゾール １％１ｇ クロトリマゾールクリーム１％「日医工」 東興薬品工業 12.50
外用薬 2655700Q2012 クロトリマゾール １％１ｍＬ クロトリマゾール１％液 12.50
外用薬 2655702N1019 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ ミコナゾール硝酸塩１％クリーム 6.30
外用薬 2655708N1016 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾール１％クリーム 9.60
外用薬 2655708Q1012 ビホナゾール １％１ｍＬ ビホナゾール１％液 9.60
外用薬 2655709N1010 ケトコナゾール ２％１ｇ ケトコナゾール２％クリーム 17.10
外用薬 2655709Q1017 ケトコナゾール ２％１ｇ ケトコナゾール２％ローション 17.10
外用薬 2655709R1039 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトコナゾール外用ポンプスプレー２％「日本臓

器」
日本臓器製薬 38.90

外用薬 2655709R1047 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトコナゾール外用ポンプスプレー２％「ＮＲ」 東光薬品工業 38.90
外用薬 2655710M1042 ラノコナゾール １％１ｇ 局 ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 岩城製薬 18.90
外用薬 2655710N1048 ラノコナゾール １％１ｇ 局 ラノコナゾールクリーム１％「イワキ」 岩城製薬 18.90
外用薬 2655710Q1044 ラノコナゾール １％１ｍＬ 局 ラノコナゾール外用液１％「イワキ」 岩城製薬 18.90
外用薬 2659708N1015 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ ブテナフィン塩酸塩１％クリーム 20.20
外用薬 2659708Q1011 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ ブテナフィン塩酸塩１％液 20.20
外用薬 2659710N1012 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩１％クリーム 12.20
外用薬 2659710N1160 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 塩酸テルビナフィンクリーム１％「マイラン」 マイラン製薬 17.40
外用薬 2659710N1179 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「Ｆ」 富士製薬工業 17.40
外用薬 2659710N1217 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 東和薬品 17.40
外用薬 2659710N1241 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ファイ

ザー」
マイラン製薬 17.40

外用薬 2659710Q1019 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩１％液 12.20
外用薬 2659710Q1094 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルビナフィン塩酸塩外用液１％「Ｆ」 富士製薬工業 17.40
外用薬 2659710Q1116 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルビナフィン塩酸塩外用液１％「トーワ」 東和薬品 17.40
外用薬 2669701N1010 尿素 １０％１ｇ 尿素１０％クリーム 4.20
外用薬 2669701N2016 尿素 ２０％１ｇ 尿素２０％クリーム 4.30
外用薬 2679701Q1055 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ フロジン外用液５％ ニプロファーマ 25.40
外用薬 2679701Q1080 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ カルプロニウム塩化物外用液５％「ＣＨ」 長生堂製薬 11.40
外用薬 2691700M1010 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ タカルシトール０．０００２％軟膏 48.10
外用薬 2691700N1016 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ タカルシトール０．０００２％クリーム 48.10
外用薬 2691702M1044 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「ＰＰ」 サンファーマ 49.40
外用薬 2691702M1052 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「イワキ」 岩城製薬 49.40
外用薬 2691702M1060 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカタ」 高田製薬 49.40
外用薬 2691702M1079 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 54.30
外用薬 2699709M1044 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＰＰ」 サンファーマ 49.90
外用薬 2699709M1052 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「イワキ」 岩城製薬 49.90
外用薬 2699709M1060 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 高田製薬 44.30
外用薬 2699711N1020 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンクリーム０．１％「ニプロ」 ニプロ 30.40
外用薬 2699711Q1035 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンゲル０．１％「ＪＧ」 日本ジェネリック 30.40
外用薬 2699711Q1043 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンゲル０．１％「ＴＣＫ」 辰巳化学 30.40
外用薬 2699711Q1051 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンゲル０．１％「ＹＤ」 陽進堂 30.40
外用薬 2699711Q1060 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンゲル０．１％「共創未来」 共創未来ファーマ 30.40
外用薬 2699711Q1078 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンゲル０．１％「テイコク」 ケミックス 30.40
外用薬 2699711Q1086 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンゲル０．１％「日新」 日新製薬（山形） 30.40
外用薬 2699711Q1094 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンゲル０．１％「ニプロ」 ニプロ 30.40
外用薬 2699711Q1108 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンゲル０．１％「イワキ」 岩城製薬 30.40
外用薬 2699711Q1116 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンゲル０．１％「東光」 東光薬品工業 30.40
外用薬 2699801V1017 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ 精製白糖・ポビドンヨード軟膏 9.60
外用薬 3323702Q1052 トロンビン ５，０００単位５ｍＬ１

瓶
トロンビン経口・局所用液５千「Ｆ」 富士製薬工業 702.10

外用薬 3325700S1020 酸化セルロース ニューニット２．５ｃｍ
×８．９ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,964.10

外用薬 3325700S2027 酸化セルロース ニューニット７．６ｃｍ
×１０．２ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

2,388.70

外用薬 3325700S3023 酸化セルロース ニューニット１５．２ｃ
ｍ×２２．９ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

2,903.60

外用薬 3325700X4027 酸化セルロース １．３ｃｍ×５．１ｃｍ
１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

919.70

外用薬 3325700X5023 酸化セルロース ５．１ｃｍ×７．６ｃｍ
１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,190.90

外用薬 3325700X6020 酸化セルロース ５．１ｃｍ×３５．６ｃ
ｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,592.90

外用薬 3325700X7026 酸化セルロース １０．２ｃｍ×２０．３
ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,669.00
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外用薬 3325700X8022 酸化セルロース 綿型５．１ｃｍ×２．５
ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,752.80

外用薬 3325700X9029 酸化セルロース ニューニット２．５ｃｍ
×２．５ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,561.30

外用薬 3339950M1013 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質軟膏 4.00
外用薬 3339950M1170 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「アメ

ル」
共和薬品工業 6.60

外用薬 3339950M1188 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医
工」

日医工 6.60

外用薬 3339950N1019 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム 4.00
外用薬 3339950N1043 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンクリーム０．３％ 帝國製薬 6.60
外用薬 3339950N1051 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ＹＤ」 陽進堂 7.30
外用薬 3339950N1060 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「アメル」 共和薬品工業 6.60
外用薬 3339950N1094 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「日医工」 帝國製薬 6.60
外用薬 3339950Q1015 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ローション 4.00
外用薬 3339950Q1082 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンローション０．３％ 帝國製薬 6.60
外用薬 3339950Q1090 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ローション０．３％「ＹＤ」 陽進堂 7.30
外用薬 3339950Q1139 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ローション０．３％「日医工」 帝國製薬 6.60
外用薬 3339950R1045 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ＰＰ」 コーアイセイ 11.70
外用薬 3339950R1053 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 11.70

外用薬 3339950R1061 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「サト
ウ」

佐藤製薬 11.70

外用薬 3339950R1070 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日新」 日新製薬（山形） 11.70
外用薬 3339950R1088 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ファイ

ザー」
ファイザー 11.70

外用薬 3339950R1096 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ＹＤ」 陽進堂 11.70
外用薬 3339950R1100 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ニッ

トー」
東亜薬品 11.70

外用薬 3339950R1118 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ニプ
ロ」

ニプロ 11.70

外用薬 3339950R1126 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医
工」

日医工 11.70

外用薬 3339950R1134 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「テイコ
ク」

帝國製薬 11.70

外用薬 3339950R1142 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「Ｐ
Ｐ」

サンファーマ 11.70

外用薬 3339950R1150 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％
「ニットー」

日東メディック 11.70

外用薬 3339950R1169 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日
本臓器」

日本臓器製薬 11.70

外用薬 3339950R1185 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日
医工」

ヤクハン製薬 11.70

外用薬 6250700M1014 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン３％軟膏 94.50
外用薬 6250700N1010 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン３％クリーム 94.50
外用薬 6250701M1019 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル５％軟膏 92.60
外用薬 6250701N1014 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル５％クリーム 92.60
外用薬 7190700X1023 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＥ－７５ 丸石製薬 35.80
外用薬 7190700X1031 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＨ－１５ 丸石製薬 35.80
外用薬 7190700X1040 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＳ－５５ 丸石製薬 35.80
外用薬 7212701K3022 硫酸バリウム ６０％３００ｍＬ１個 バリエネマ３００ 日医工 1,499.50
外用薬 7212701K4029 硫酸バリウム ３０％４００ｍＬ１個 バリエネマＬＣ 日医工 1,060.70
外用薬 7212701K5025 硫酸バリウム ７５％３００ｍＬ１個 バリエネマＨＤ７５％ 日医工 1,843.10
外用薬 7212701W1021 硫酸バリウム ９８．１％１０ｇ エネマスター注腸散 伏見製薬所 14.80
外用薬 7290703T1039 フルオレセイン １枚 フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ あゆみ製薬 15.10
外用薬 7319700Q1032 安息香 １０ｍＬ ※ アンソッコウチンキ（小堺） 小堺製薬 22.10
外用薬 7319700Q1040 安息香 １０ｍＬ ※ 安息香チンキ（司生堂） 司生堂製薬 22.10
外用薬 8219700S5034 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 1,213.70
外用薬 8219700S5042 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 1,187.00
外用薬 8219700S5069 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,213.70
外用薬 8219700S5077 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「テイコ

ク」
帝國製薬 1,213.70

外用薬 8219700S6030 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 2,245.40
外用薬 8219700S6049 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 2,245.40
外用薬 8219700S6065 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 2,038.90
外用薬 8219700S6073 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「テイコ

ク」
帝國製薬 2,038.90

外用薬 8219700S7037 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 4,137.60
外用薬 8219700S7045 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 3,756.90
外用薬 8219700S7061 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 3,756.90
外用薬 8219700S7070 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「テイコ

ク」
帝國製薬 3,756.90

外用薬 8219700S8033 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 5,688.80

外用薬 8219700S8041 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 5,688.80
外用薬 8219700S8068 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 5,688.80

外用薬 8219700S8076 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「テイコ
ク」

帝國製薬 5,688.80

外用薬 8219700S9030 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「ＨＭ
Ｔ」

久光製薬 7,662.70

外用薬 8219700S9048 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 7,662.70
外用薬 8219700S9064 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 6,957.80

外用薬 8219700S9072 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「テイコ
ク」

帝國製薬 6,957.80

外用薬 8219700T1034 フェンタニル ０．８４ｍｇ１枚 麻 フェンタニル１日用テープ０．８４ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 260.90
外用薬 8219700T2030 フェンタニル １．７ｍｇ１枚 麻 フェンタニル１日用テープ１．７ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 488.00
外用薬 8219700T3037 フェンタニル ３．４ｍｇ１枚 麻 フェンタニル１日用テープ３．４ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 901.70
外用薬 8219700T4033 フェンタニル ５ｍｇ１枚 麻 フェンタニル１日用テープ５ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 1,335.90
外用薬 8219700T5030 フェンタニル ６．７ｍｇ１枚 麻 フェンタニル１日用テープ６．７ｍｇ「明治」 祐徳薬品工業 1,676.10
外用薬 8219700T6028 フェンタニル １．３８ｍｇ１枚 麻 ラフェンタテープ１．３８ｍｇ 日本臓器製薬 1,187.00
外用薬 8219700T7024 フェンタニル ２．７５ｍｇ１枚 麻 ラフェンタテープ２．７５ｍｇ 日本臓器製薬 2,038.90
外用薬 8219700T8020 フェンタニル ５．５ｍｇ１枚 麻 ラフェンタテープ５．５ｍｇ 日本臓器製薬 3,756.90
外用薬 8219700T9027 フェンタニル ８．２５ｍｇ１枚 麻 ラフェンタテープ８．２５ｍｇ 日本臓器製薬 5,688.80
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外用薬 8219700U1021 フェンタニル １１ｍｇ１枚 麻 ラフェンタテープ１１ｍｇ 日本臓器製薬 6,957.80
外用薬 8219701S1033 フェンタニルクエン酸塩 １ｍｇ１枚 麻 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「第

一三共」
救急薬品工業 260.00

外用薬 8219701S1041 フェンタニルクエン酸塩 １ｍｇ１枚 麻 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「テ
イコク」

帝國製薬 256.00

外用薬 8219701S2030 フェンタニルクエン酸塩 ２ｍｇ１枚 麻 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「第
一三共」

救急薬品工業 485.90

外用薬 8219701S2048 フェンタニルクエン酸塩 ２ｍｇ１枚 麻 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「テ
イコク」

帝國製薬 478.40

外用薬 8219701S3036 フェンタニルクエン酸塩 ４ｍｇ１枚 麻 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ「第
一三共」

救急薬品工業 907.10

外用薬 8219701S3044 フェンタニルクエン酸塩 ４ｍｇ１枚 麻 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ「テ
イコク」

帝國製薬 907.10

外用薬 8219701S4032 フェンタニルクエン酸塩 ６ｍｇ１枚 麻 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ「第
一三共」

救急薬品工業 1,300.30

外用薬 8219701S4040 フェンタニルクエン酸塩 ６ｍｇ１枚 麻 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ「テ
イコク」

帝國製薬 1,288.30

外用薬 8219701S5039 フェンタニルクエン酸塩 ８ｍｇ１枚 麻 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ８ｍｇ「第
一三共」

救急薬品工業 1,685.80

外用薬 8219701S5047 フェンタニルクエン酸塩 ８ｍｇ１枚 麻 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ８ｍｇ「テ
イコク」

帝國製薬 1,659.00

歯科用薬剤 2710803U1044 リドカイン塩酸塩・アドレナ
リン酒石酸水素塩

１．８ｍＬ１管 オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ 昭和薬品化工 73.20

歯科用薬剤 2710803U2032 リドカイン塩酸塩・アドレナ
リン酒石酸水素塩

１ｍＬ１管 オーラ注歯科用カートリッジ１．０ｍＬ 昭和薬品化工 69.80

歯科用薬剤 2710816P1030 アミノ安息香酸エチル １ｇ ビーゾカイン歯科用ゼリー２０％ ビーブランド・メ
ディコーデンタル

67.90

歯科用薬剤 2710816Q1043 アミノ安息香酸エチル １ｇ ジンジカインゲル２０％ 白水貿易 67.90
歯科用薬剤 2710816Q1051 アミノ安息香酸エチル １ｇ ハリケインゲル歯科用２０％ アグサジャパン 67.90
歯科用薬剤 2710816Q1060 アミノ安息香酸エチル １ｇ ハリケインリキッド歯科用２０％ アグサジャパン 67.90
歯科用薬剤 2760804M1016 ミノサイクリン塩酸塩 １０ｍｇ０．５ｇ１シリ

ンジ
ミノサイクリン塩酸塩１０ｍｇ０．５ｇ軟膏 406.90

歯科用薬剤 2790818V1039 酸化亜鉛・チョウジ油 散剤（液剤を含む）１ｇ サージカルパック口腔用 昭和薬品化工 66.60
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内用薬 1124020F1017 ブロマゼパム １ｍｇ１錠 ブロマゼパム１ｍｇ錠 5.70
内用薬 1124021F1046 メダゼパム ２ｍｇ１錠 メダゼパム錠２（ツルハラ） 鶴原製薬 5.70
内用薬 1124021F2123 メダゼパム ５ｍｇ１錠 メダゼパム錠５（ツルハラ） 鶴原製薬 5.70
内用薬 2113005F2010 メチルジゴキシン ０．０５ｍｇ１錠 メチルジゴキシン０．０５ｍｇ錠 5.70
内用薬 2139001Q1012 イソソルビド ７０％２０ｇ１個 イソソルビド７０％２０ｇゼリー 88.20
内用薬 2139001Q2019 イソソルビド ７０％３０ｇ１個 イソソルビド７０％３０ｇゼリー 128.90
内用薬 2139001S2040 イソソルビド ７０％３０ｍＬ１包 イソソルビド内用液７０％分包３０ｍＬ「ＣＥ

Ｏ」
セオリアファーマ 128.90

内用薬 2229001F1070 ジメモルファンリン酸塩 １０ｍｇ１錠 ジメモルファンリン酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 5.70
内用薬 2251001F1011 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオフィリン５０ｍｇ徐放錠 5.90
内用薬 2251001F2050 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオロング錠１００ｍｇ エーザイ 9.70
内用薬 2251001F3049 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオロング錠２００ｍｇ エーザイ 14.50
内用薬 2251001M1061 テオフィリン １００ｍｇ１カプセル テオフィリン徐放カプセル１００ｍｇ「サンド」 サンド 9.70
内用薬 2251001M2050 テオフィリン ２００ｍｇ１カプセル テオフィリン徐放カプセル２００ｍｇ「サンド」 サンド 14.50
内用薬 2251001M3013 テオフィリン ５０ｍｇ１カプセル テオフィリン５０ｍｇ徐放カプセル 5.90
内用薬 2590004F1354 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 57.70
内用薬 3112001M4274 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル３．０μｇ「あす

か」
あすか製薬 85.60

内用薬 3943001F2086 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 10.10
内用薬 3943001F2094 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディ

オ
10.10

内用薬 3943001F2108 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 10.10
内用薬 3943001F2221 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 10.10
内用薬 3943001F2272 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 10.10
内用薬 3943001F2299 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 10.10
内用薬 3943001F2302 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 10.10
内用薬 3943001F2329 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 10.10
内用薬 3943001F2345 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ファイザー」 ナガセ医薬品 10.10
内用薬 3943001F2353 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 10.10
内用薬 3962002F2035 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エスファ 10.10

内用薬 3962002F2043 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.10
内用薬 3962002F2051 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＴＣＫ」 辰巳化学 10.10
内用薬 3962002F2060 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＴＥ」 トーアエイヨー 10.10
内用薬 3962002F2078 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「三和」 三和化学研究所 10.10
内用薬 3962002F2086 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「トーワ」 東和薬品 10.10
内用薬 3962002F2094 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「日医工」 日医工 10.10
内用薬 3962002F2108 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ニプロ」 ニプロ 10.10
内用薬 3962002F2116 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ファイ

ザー」
ファイザー 10.10

内用薬 3962002F2124 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＰ
Ｂ」

ＤＳファーマプロモ 10.10

内用薬 3962002F2132 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

10.10

内用薬 4490003Q1176 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ケトチフェンシロップ０．０２％「日医工」 日医工 17.50
内用薬 6132008C1081 セフィキシム水和物 ５０ｍｇ１ｇ 局 セフィキシム細粒小児用５％「武田テバ」 武田テバファーマ 59.30
注射薬 3319560A1031 維持液（ブドウ糖加） ２５０ｍＬ１袋 グルアセト３５注 共和クリティケア 176
注射薬 3334404A1052 パルナパリンナトリウム ５，０００低分子量ヘパ

リン単位１瓶
ミニヘパ透析用５００単位／ｍＬバイアル１０ｍ
Ｌ

ＩＬＳ 828

注射薬 3334404A1079 パルナパリンナトリウム ５，０００低分子量ヘパ
リン単位１瓶

パルナパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬバイア
ル１０ｍＬ「ＩＬＳ」

ＩＬＳ 828

注射薬 3334404G1047 パルナパリンナトリウム ２，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

パルナパリンＮａ透析用１００単位／ｍＬシリン
ジ２０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 468

注射薬 3334404G2043 パルナパリンナトリウム ３，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

パルナパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬシリン
ジ２０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 629

注射薬 3334404G3040 パルナパリンナトリウム ４，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

パルナパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリン
ジ２０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 804

注射薬 3420409A7088 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,554

注射薬 3420419A5054 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ステイセーフバランス　１／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,210

注射薬 3420419A7065 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,383

注射薬 3420419A9050 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,631

注射薬 3420420A5057 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ステイセーフバランス　１／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,300

注射薬 3420420A8064 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　１／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,599

注射薬 3420420A9052 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,582

注射薬 4300400X1053 過テクネチウム酸ナトリウム
（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ メジテック 日本メジフィジック
ス

277

注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」 武田テバファーマ 631
注射薬 6131403D2264 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「ＣＨＭ」 ケミックス 631
注射薬 6132408F3130 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ 441
注射薬 6132408F3172 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医工」 日医工ファーマ 441
注射薬 6132408F3180 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「テバ」 武田テバファーマ 441
注射薬 6290401A5086 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 局 フルコナゾール静注２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 4,036
注射薬 7219415A8051 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１

瓶
局 イオヘキソール３００注１０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 736

注射薬 7219415A8060 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１
瓶

局 イオパーク３００注１０ｍＬ 富士製薬工業 736

注射薬 7219415A8078 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１
瓶

局 イオベリン３００注１０ｍＬ 武田テバファーマ 736

注射薬 7219415A8086 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１
瓶

局 イオヘキソール３００注１０ｍＬ「ＦＦ」 武田テバファーマ 736

診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目
(加算等の算定対象とならない後発医薬品)

品名
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注射薬 7219415G1041 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ
１筒

局 イオパーク２４０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 4,279

注射薬 7219415G1068 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ
１筒

局 イオベリン２４０注シリンジ１００ｍＬ 武田テバファーマ 4,279

注射薬 7219415G1076 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ
１筒

局 イオヘキソール２４０注シリンジ１００ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 4,279

注射薬 7219415G1084 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ
１筒

局 イオヘキソール２４０注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ
Ｆ」

武田テバファーマ 4,279

注射薬 7219415G2056 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

局 イオパーク３００注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 2,729

注射薬 7219415G2080 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 2,729

注射薬 7219415G2099 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

局 イオベリン３００注シリンジ５０ｍＬ 武田テバファーマ 2,729

注射薬 7219415G2102 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ５０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 2,729

注射薬 7219415G2110 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ５０ｍＬ「Ｆ
Ｆ」

武田テバファーマ 2,729

注射薬 7219415G3087 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

局 イオパーク３００注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 3,934

注射薬 7219415G3125 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１００ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 3,934

注射薬 7219415G3133 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

局 イオベリン３００注シリンジ１００ｍＬ 武田テバファーマ 3,934

注射薬 7219415G3141 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１００ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 3,934

注射薬 7219415G3150 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ
Ｆ」

武田テバファーマ 3,934

注射薬 7219415G4059 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

局 イオパーク３００注シリンジ８０ｍＬ 富士製薬工業 3,595

注射薬 7219415G4083 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 3,595

注射薬 7219415G4091 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

局 イオベリン３００注シリンジ８０ｍＬ 武田テバファーマ 3,595

注射薬 7219415G4105 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ８０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 3,595

注射薬 7219415G4113 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ８０ｍＬ「Ｆ
Ｆ」

武田テバファーマ 3,595

注射薬 7219415G6051 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

局 イオパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ 富士製薬工業 6,187

注射薬 7219415G6060 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 6,187

注射薬 7219415G6078 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

局 イオベリン３００注シリンジ１５０ｍＬ 武田テバファーマ 6,187

注射薬 7219415G6086 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１５０ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 6,187

注射薬 7219415G6094 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１５０ｍＬ「Ｆ
Ｆ」

武田テバファーマ 6,187

注射薬 7219415G9034 イオヘキソール ６４．７１％１１０ｍＬ
１筒

局 イオパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ 富士製薬工業 4,885

注射薬 7219415G9050 イオヘキソール ６４．７１％１１０ｍＬ
１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１１０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 4,885

注射薬 7219415G9069 イオヘキソール ６４．７１％１１０ｍＬ
１筒

局 イオベリン３００注シリンジ１１０ｍＬ 武田テバファーマ 4,885

注射薬 7219415G9077 イオヘキソール ６４．７１％１１０ｍＬ
１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１１０ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 4,885

注射薬 7219415G9085 イオヘキソール ６４．７１％１１０ｍＬ
１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１１０ｍＬ「Ｆ
Ｆ」

武田テバファーマ 4,885

注射薬 7219415H1063 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
瓶

局 イオパーク３００注５０ｍＬ 富士製薬工業 2,602

注射薬 7219415H1080 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
瓶

局 イオヘキソール３００注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 2,602

注射薬 7219415H1098 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
瓶

局 イオベリン３００注５０ｍＬ 武田テバファーマ 2,602

注射薬 7219415H1101 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
瓶

局 イオヘキソール３００注５０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 2,602

注射薬 7219415H1110 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
瓶

局 イオヘキソール３００注５０ｍＬ「ＦＦ」 武田テバファーマ 2,602

注射薬 7219415H3058 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１
瓶

局 イオパーク３５０注２０ｍＬ 富士製薬工業 1,265

注射薬 7219415H3074 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１
瓶

局 イオベリン３５０注２０ｍＬ 武田テバファーマ 1,265

注射薬 7219415H3082 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１
瓶

局 イオヘキソール３５０注２０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 1,265

注射薬 7219415H3090 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１
瓶

局 イオヘキソール３５０注２０ｍＬ「ＦＦ」 武田テバファーマ 1,265

注射薬 7219415H4054 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１
瓶

局 イオパーク３５０注５０ｍＬ 富士製薬工業 2,661

注射薬 7219415H4070 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１
瓶

局 イオベリン３５０注５０ｍＬ 武田テバファーマ 2,661

注射薬 7219415H4089 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１
瓶

局 イオヘキソール３５０注５０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 2,661

注射薬 7219415H4097 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１
瓶

局 イオヘキソール３５０注５０ｍＬ「ＦＦ」 武田テバファーマ 2,661

注射薬 7219415H5050 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１瓶

局 イオパーク３５０注１００ｍＬ 富士製薬工業 4,154

注射薬 7219415H5077 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１瓶

局 イオベリン３５０注１００ｍＬ 武田テバファーマ 4,154

注射薬 7219415H5085 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１瓶

局 イオヘキソール３５０注１００ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 4,154

注射薬 7219415H5093 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１瓶

局 イオヘキソール３５０注１００ｍＬ「ＦＦ」 武田テバファーマ 4,154

注射薬 7219418G4028 イオプロミド ７６．８９％５０ｍＬ１
筒

イオプロミド３７０注シリンジ５０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルム富山化
学

2,598

注射薬 7219418G6020 イオプロミド ７６．８９％１００ｍＬ
１筒

イオプロミド３７０注シリンジ１００ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルム富山化
学

5,120

外用薬 1141700J1010 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 アセトアミノフェン５０ｍｇ坐剤 19.70
外用薬 1141700J2017 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アセトアミノフェン１００ｍｇ坐剤 19.70
外用薬 1319720Q8134 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％ 生化学工業 5,028.80
外用薬 1319720Q8142 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ 千寿製薬 5,028.80



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

外用薬 1319720Q8223 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％ＨＶ「セ
ンジュ」

千寿製薬 5,028.80

外用薬 1319720Q8258 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「生化
学」

生化学工業 5,028.80

外用薬 2399707D2045 トリアムシノロンアセトニド ２５μｇ１枚 アフタシール２５μｇ 帝國製薬 37.90
外用薬 2399707D2061 トリアムシノロンアセトニド ２５μｇ１枚 トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤２５μ

ｇ「大正」
帝國製薬 37.90



別紙３

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 1124001F1022 エスタゾラム １ｍｇ１錠 ユーロジン１ｍｇ錠 武田テバ薬品 7.30
内用薬 1124001F2029 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 ユーロジン２ｍｇ錠 武田テバ薬品 11.70
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 7.80
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 11.70
内用薬 1124008F1024 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 サイレース錠１ｍｇ エーザイ 11.30
内用薬 1124008F2020 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 サイレース錠２ｍｇ エーザイ 12.90
内用薬 1124009F1223 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 レンドルミン錠０．２５ｍｇ 日本ベーリンガーイ

ンゲルハイム
19.30

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

19.30

内用薬 1124020C1045 ブロマゼパム １％１ｇ レキソタン細粒１％ アスペンジャパン 21.30
内用薬 1124020F2030 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 レキソタン錠２ アスペンジャパン 5.90
内用薬 1124020F4032 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 レキソタン錠５ アスペンジャパン 10.80
内用薬 1124022F1067 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ワイパックス錠０．５ ファイザー 5.90
内用薬 1124022F2071 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ワイパックス錠１．０ ファイザー 8.60
内用薬 1124023F1029 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 コンスタン０．４ｍｇ錠 武田テバ薬品 7.00
内用薬 1124023F1037 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 ソラナックス０．４ｍｇ錠 ファイザー 7.00
内用薬 1124023F2025 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 コンスタン０．８ｍｇ錠 武田テバ薬品 11.40
内用薬 1124023F2033 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 ソラナックス０．８ｍｇ錠 ファイザー 11.80
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 15.30
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 12.30
内用薬 1124029F1026 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 メイラックス錠１ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
13.50

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

21.50

内用薬 1124030F1029 クアゼパム １５ｍｇ１錠 ドラール錠１５ 久光製薬 73.40
内用薬 1124030F2025 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 ドラール錠２０ 久光製薬 86.20
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 14.50
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 23.30
内用薬 1129007F1026 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 アモバン錠７．５ サノフィ 15.30
内用薬 1129007F2022 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 アモバン錠１０ サノフィ 17.00
内用薬 1129008F1039 タンドスピロンクエン酸塩 ５ｍｇ１錠 セディール錠５ｍｇ 大日本住友製薬 13.50
内用薬 1129008F2035 タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 セディール錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 23.50
内用薬 1129008F3023 タンドスピロンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 セディール錠２０ｍｇ 大日本住友製薬 40.90
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 30.90
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 50.30
内用薬 1139004C1057 バルプロ酸ナトリウム ２０％１ｇ デパケン細粒２０％ 協和キリン 12.40
内用薬 1139004C2061 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ デパケン細粒４０％ 協和キリン 19.00
内用薬 1139004D1052 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ セレニカＲ顆粒４０％ 興和 28.60
内用薬 1139004F1096 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 デパケン錠１００ｍｇ 協和キリン 10.10
内用薬 1139004F2173 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 デパケン錠２００ｍｇ 協和キリン 10.70
内用薬 1139004G1040 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局 デパケンＲ錠１００ｍｇ 協和キリン 9.10
内用薬 1139004G2039 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 セレニカＲ錠２００ｍｇ 興和 16.50
内用薬 1139004G2063 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局 デパケンＲ錠２００ｍｇ 協和キリン 13.20
内用薬 1139004G3027 バルプロ酸ナトリウム ４００ｍｇ１錠 局 セレニカＲ錠４００ｍｇ 興和 27.30
内用薬 1139004Q1100 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局 デパケンシロップ５％ 協和キリン 7.70
内用薬 1139005B1048 ゾニサミド ２０％１ｇ エクセグラン散２０％ 大日本住友製薬 45.70
内用薬 1139005F1023 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 局 エクセグラン錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 23.60
内用薬 1139008F1027 トピラマート ５０ｍｇ１錠 トピナ錠５０ｍｇ 協和キリン 75.90
内用薬 1139008F2023 トピラマート １００ｍｇ１錠 トピナ錠１００ｍｇ 協和キリン 124.20
内用薬 1139008F3020 トピラマート ２５ｍｇ１錠 トピナ錠２５ｍｇ 協和キリン 44.10
内用薬 1139009F1021 ラモトリギン ２ｍｇ１錠 ラミクタール錠小児用２ｍｇ グラクソ・スミスク

ライン
9.30

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

18.30

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

57.10

内用薬 1139009F4020 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラミクタール錠１００ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

150.30

内用薬 1147002F1560 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ボルタレン錠２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

10.00

内用薬 1147002N1123 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル ナボールＳＲカプセル３７．５ 久光製薬 14.20
内用薬 1147002N1174 ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 同仁医薬化工 13.00
内用薬 1149001D1160 イブプロフェン ２０％１ｇ ブルフェン顆粒２０％ 科研製薬 8.70
内用薬 1149001F1455 イブプロフェン １００ｍｇ１錠 ブルフェン錠１００ 科研製薬 5.90
内用薬 1149001F2168 イブプロフェン ２００ｍｇ１錠 ブルフェン錠２００ 科研製薬 7.80
内用薬 1149010F1136 プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠 ニフラン錠７５ｍｇ 田辺三菱製薬 10.60
内用薬 1149017M1030 ピロキシカム １０ｍｇ１カプセル バキソカプセル１０ 富士フイルム富山化

学
8.00

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

12.30

内用薬 1149019C1149 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０％１ｇ ロキソニン細粒１０％ 第一三共 22.50

内用薬 1149019F1560 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 局 ロキソニン錠６０ｍｇ 第一三共 12.40

内用薬 1149029F1025 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ソレトン錠８０ 日本ケミファ 14.90
内用薬 1149029F1033 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局 ペオン錠８０ ゼリア新薬工業 14.30
内用薬 1149031F1022 アクタリット １００ｍｇ１錠 モーバー錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 53.40
内用薬 1149031F1030 アクタリット １００ｍｇ１錠 オークル錠１００ｍｇ 日本新薬 51.40
内用薬 1149032F1027 エトドラク １００ｍｇ１錠 ハイペン錠１００ｍｇ 日本新薬 14.20
内用薬 1149032F1035 エトドラク １００ｍｇ１錠 オステラック錠１００ あすか製薬 16.30
内用薬 1149032F2023 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ハイペン錠２００ｍｇ 日本新薬 19.90
内用薬 1149032F2031 エトドラク ２００ｍｇ１錠 オステラック錠２００ あすか製薬 21.80
内用薬 1149035F1020 メロキシカム ５ｍｇ１錠 モービック錠５ｍｇ 日本ベーリンガーイ

ンゲルハイム
27.00

内用薬 1149035F2027 メロキシカム １０ｍｇ１錠 モービック錠１０ｍｇ 日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

41.80

内用薬 1149036F1025 ロルノキシカム ２ｍｇ１錠 ロルカム錠２ｍｇ 大正製薬 12.80
内用薬 1149036F2021 ロルノキシカム ４ｍｇ１錠 ロルカム錠４ｍｇ 大正製薬 17.40
内用薬 1149037F1020 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコックス錠１００ｍｇ アステラス製薬 64.60

診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」

品名
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内用薬 1149037F2026 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコックス錠２００ｍｇ アステラス製薬 98.00
内用薬 1149117F1020 トラマドール塩酸塩・アセト

アミノフェン
１錠 トラムセット配合錠 ヤンセンファーマ 47.60

内用薬 1161001C1089 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ シンメトレル細粒１０％ サンファーマ 15.10
内用薬 1161001F1050 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 シンメトレル錠５０ｍｇ サンファーマ 12.70
内用薬 1161001F2057 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 シンメトレル錠１００ｍｇ サンファーマ 12.80
内用薬 1169005F1200 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 パーロデル錠２．５ｍｇ サンファーマ 46.40
内用薬 1169006F1027 ドロキシドパ １００ｍｇ１錠 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 50.50
内用薬 1169006F2023 ドロキシドパ ２００ｍｇ１錠 ドプスＯＤ錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 93.90
内用薬 1169008F1026 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠 ペルマックス錠５０μｇ 協和キリン 34.40
内用薬 1169008F2022 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 ペルマックス錠２５０μｇ 協和キリン 141.00
内用薬 1169010F2020 セレギリン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エフピーＯＤ錠２．５ エフピー 294.90
内用薬 1169011F1028 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カバサール錠０．２５ｍｇ ファイザー 56.70
内用薬 1169011F2024 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カバサール錠１．０ｍｇ ファイザー 183.90
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
35.30

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

119.80

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

106.20

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

361.70

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

37.40

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

129.80

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

232.50

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

197.20

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

669.50

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

145.50

内用薬 1169101F1120 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 第一三共 21.60
内用薬 1169101F1146 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 メネシット配合錠１００ ＭＳＤ 20.80
内用薬 1169101F2045 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ネオドパストン配合錠Ｌ２５０ 第一三共 53.10
内用薬 1169101F2053 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 メネシット配合錠２５０ ＭＳＤ 50.90
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 9.10
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 18.10
内用薬 1179012F1118 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 局 リーゼ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 6.40
内用薬 1179012F2033 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 局 リーゼ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 10.10
内用薬 1179016F1124 スルピリド １００ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠１００ｍｇ 日医工 13.50
内用薬 1179016F2090 スルピリド ２００ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠２００ｍｇ 日医工 17.30
内用薬 1179017F1056 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 リーマス錠１００ 大正製薬 10.70
内用薬 1179017F2052 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 リーマス錠２００ 大正製薬 17.50
内用薬 1179024C1033 ゾテピン １０％１ｇ ロドピン細粒１０％ ＬＴＬファーマ 51.90
内用薬 1179024C2021 ゾテピン ５０％１ｇ ロドピン細粒５０％ ＬＴＬファーマ 227.10
内用薬 1179024F1030 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロドピン錠２５ｍｇ ＬＴＬファーマ 14.00
内用薬 1179024F2036 ゾテピン ５０ｍｇ１錠 ロドピン錠５０ｍｇ ＬＴＬファーマ 24.00
内用薬 1179024F3024 ゾテピン １００ｍｇ１錠 ロドピン錠１００ｍｇ ＬＴＬファーマ 44.90
内用薬 1179025C1054 エチゾラム １％１ｇ 局 デパス細粒１％ 田辺三菱製薬 49.50
内用薬 1179025F1026 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 デパス錠０．５ｍｇ 田辺三菱製薬 9.20
内用薬 1179025F2022 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 デパス錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 10.10
内用薬 1179025F3029 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 デパス錠０．２５ｍｇ 田辺三菱製薬 9.20
内用薬 1179026C1040 チミペロン １％１ｇ トロペロン細粒１％ アルフレッサファー

マ
97.80

内用薬 1179026F1020 チミペロン ０．５ｍｇ１錠 トロペロン錠０．５ｍｇ アルフレッサファー
マ

6.60

内用薬 1179026F2027 チミペロン １ｍｇ１錠 トロペロン錠１ｍｇ アルフレッサファー
マ

12.50

内用薬 1179026F3023 チミペロン ３ｍｇ１錠 トロペロン錠３ｍｇ アルフレッサファー
マ

33.70

内用薬 1179034F1050 セチプチリンマレイン酸塩 １ｍｇ１錠 テシプール錠１ｍｇ 持田製薬 12.60
内用薬 1179037F1029 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 レスリン錠２５ ＭＳＤ 12.40
内用薬 1179037F1037 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 デジレル錠２５ ファイザー 13.70
内用薬 1179037F2025 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 レスリン錠５０ ＭＳＤ 21.70
内用薬 1179037F2033 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 デジレル錠５０ ファイザー 23.10
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 175.00
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 21.50
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 35.00
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 46.70
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 21.50
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 35.00
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 11.90
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 59.70
内用薬 1179039F1028 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 デプロメール錠２５ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
26.90

内用薬 1179039F1036 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 ルボックス錠２５ アッヴィ 25.70
内用薬 1179039F2024 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 デプロメール錠５０ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
46.20

内用薬 1179039F2032 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ルボックス錠５０ アッヴィ 43.00
内用薬 1179039F3020 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 デプロメール錠７５ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
63.20

内用薬 1179039F3039 フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 ルボックス錠７５ アッヴィ 56.30
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 15.90
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 22.50
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 12.60
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 37.70
内用薬 1179041F1025 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パキシル錠１０ｍｇ グラクソ・スミスク

ライン
68.70

内用薬 1179041F2021 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パキシル錠２０ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

119.00
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内用薬 1179041F3028 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パキシル錠５ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

38.00

内用薬 1179041G1020 パロキセチン塩酸塩水和物 １２．５ｍｇ１錠 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

67.20

内用薬 1179041G2027 パロキセチン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 パキシルＣＲ錠２５ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

116.60

内用薬 1179041G3023 パロキセチン塩酸塩水和物 ６．２５ｍｇ１錠 パキシルＣＲ錠６．２５ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

38.70

内用薬 1179042C1023 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 セロクエル細粒５０％ アステラス製薬 483.20
内用薬 1179042F1020 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 セロクエル２５ｍｇ錠 アステラス製薬 28.70
内用薬 1179042F2026 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 セロクエル１００ｍｇ錠 アステラス製薬 95.40
内用薬 1179042F3022 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 セロクエル２００ｍｇ錠 アステラス製薬 178.90
内用薬 1179043F1032 ペロスピロン塩酸塩水和物 ４ｍｇ１錠 ルーラン錠４ｍｇ 大日本住友製薬 14.30
内用薬 1179043F2039 ペロスピロン塩酸塩水和物 ８ｍｇ１錠 ルーラン錠８ｍｇ 大日本住友製薬 27.00
内用薬 1179043F3027 ペロスピロン塩酸塩水和物 １６ｍｇ１錠 ルーラン錠１６ｍｇ 大日本住友製薬 48.60
内用薬 1179044C1022 オランザピン １％１ｇ ジプレキサ細粒１％ 日本イーライリリー 278.90
内用薬 1179044F1029 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 ジプレキサ錠２．５ｍｇ 日本イーライリリー 79.50
内用薬 1179044F2025 オランザピン ５ｍｇ１錠 ジプレキサ錠５ｍｇ 日本イーライリリー 150.40
内用薬 1179044F3021 オランザピン １０ｍｇ１錠 ジプレキサ錠１０ｍｇ 日本イーライリリー 287.20
内用薬 1179044F4028 オランザピン ５ｍｇ１錠 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ 日本イーライリリー 150.40
内用薬 1179044F5024 オランザピン １０ｍｇ１錠 ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ 日本イーライリリー 287.20
内用薬 1179044F6020 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ 日本イーライリリー 79.50
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 114.50
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 56.00
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 106.50
内用薬 1179045F3026 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 エビリファイ錠１２ｍｇ 大塚製薬 200.20
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 56.00
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 106.50
内用薬 1179045F6025 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ 大塚製薬 200.20
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 415.40
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 55.00
内用薬 1179046F1028 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ ファイザー 72.20
内用薬 1179046F2024 セルトラリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠５０ｍｇ ファイザー 123.50
内用薬 1179046F3020 セルトラリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠１００ｍｇ ファイザー 209.30
内用薬 1179046F4027 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ ファイザー 72.20
内用薬 1179046F5023 セルトラリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ジェイゾロフトＯＤ錠５０ｍｇ ファイザー 123.50
内用薬 1179046F6020 セルトラリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ジェイゾロフトＯＤ錠１００ｍｇ ファイザー 209.30
内用薬 1179048B1025 ブロナンセリン ２％１ｇ ロナセン散２％ 大日本住友製薬 501.40
内用薬 1179048F1027 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ロナセン錠２ｍｇ 大日本住友製薬 54.80
内用薬 1179048F2023 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ロナセン錠４ｍｇ 大日本住友製薬 102.90
内用薬 1179048F3020 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ロナセン錠８ｍｇ 大日本住友製薬 189.20
内用薬 1179050M1023 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル ストラテラカプセル５ｍｇ 日本イーライリリー 180.10
内用薬 1179050M2020 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル ストラテラカプセル１０ｍｇ 日本イーライリリー 214.70
内用薬 1179050M3026 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル ストラテラカプセル２５ｍｇ 日本イーライリリー 268.70
内用薬 1179050M4022 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ストラテラカプセル４０ｍｇ 日本イーライリリー 308.00
内用薬 1179050S1022 アトモキセチン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ ストラテラ内用液０．４％ 日本イーライリリー 138.10
内用薬 1179051F1029 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 リフレックス錠１５ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
109.60

内用薬 1179051F1037 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 レメロン錠１５ｍｇ ＭＳＤ 108.80
内用薬 1179051F2025 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 リフレックス錠３０ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
181.60

内用薬 1179051F2033 ミルタザピン ３０ｍｇ１錠 レメロン錠３０ｍｇ ＭＳＤ 179.90
内用薬 1190004C1025 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ グラマリール細粒１０％ 日医工 30.10
内用薬 1190004F1021 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 グラマリール錠２５ｍｇ 日医工 17.10
内用薬 1190004F2028 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 グラマリール錠５０ｍｇ 日医工 21.70
内用薬 1190011F1021 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルテック錠５０ サノフィ 1,374.30
内用薬 1190012C1020 ドネペジル塩酸塩 ０．５％１ｇ 局 アリセプト細粒０．５％ エーザイ 204.60
内用薬 1190012F1026 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局 アリセプト錠３ｍｇ エーザイ 142.90
内用薬 1190012F2022 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アリセプト錠５ｍｇ エーザイ 211.30
内用薬 1190012F3029 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠３ｍｇ エーザイ 142.90
内用薬 1190012F4025 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠５ｍｇ エーザイ 211.30
内用薬 1190012F5021 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アリセプト錠１０ｍｇ エーザイ 368.30
内用薬 1190012F6028 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アリセプトＤ錠１０ｍｇ エーザイ 368.30
内用薬 1190012Q1027 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー３ｍｇ エーザイ 146.80
内用薬 1190012Q2023 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー５ｍｇ エーザイ 224.60
内用薬 1190012Q3020 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 アリセプト内服ゼリー１０ｍｇ エーザイ 402.70
内用薬 1190012R1022 ドネペジル塩酸塩 １％１ｇ アリセプトドライシロップ１％ エーザイ 403.60
内用薬 1190014F1033 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 セレジスト錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 879.00
内用薬 1190014F2021 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 局 セレジストＯＤ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 879.00
内用薬 1190015F1020 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 レミッチＯＤ錠２．５μｇ 東レ 914.70
内用薬 1190015M1029 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１カプセル レミッチカプセル２．５μｇ 東レ 914.70
内用薬 1190017F1029 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 リリカＯＤ錠２５ｍｇ ファイザー 62.00
内用薬 1190017F2025 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 リリカＯＤ錠７５ｍｇ ファイザー 103.40
内用薬 1190017F3021 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 リリカＯＤ錠１５０ｍｇ ファイザー 142.40
内用薬 1190017M1028 プレガバリン ２５ｍｇ１カプセル リリカカプセル２５ｍｇ ファイザー 62.00
内用薬 1190017M2024 プレガバリン ７５ｍｇ１カプセル リリカカプセル７５ｍｇ ファイザー 103.40
内用薬 1190017M3020 プレガバリン １５０ｍｇ１カプセル リリカカプセル１５０ｍｇ ファイザー 142.40
内用薬 1190018F1023 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマリー錠５ｍｇ 第一三共 127.80
内用薬 1190018F2020 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマリー錠１０ｍｇ 第一三共 227.50
内用薬 1190018F3026 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマリー錠２０ｍｇ 第一三共 408.00
内用薬 1190018F4022 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマリーＯＤ錠５ｍｇ 第一三共 127.80
内用薬 1190018F5029 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマリーＯＤ錠１０ｍｇ 第一三共 227.50
内用薬 1190018F6025 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ 第一三共 408.00
内用薬 1190018R1020 メマンチン塩酸塩 ２％１ｇ メマリードライシロップ２％ 第一三共 394.20
内用薬 1190019F1028 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 レミニール錠４ｍｇ ヤンセンファーマ 89.80
内用薬 1190019F2024 ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠 レミニール錠８ｍｇ ヤンセンファーマ 160.40
内用薬 1190019F3020 ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠 レミニール錠１２ｍｇ ヤンセンファーマ 200.20
内用薬 1190019F4027 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 レミニールＯＤ錠４ｍｇ ヤンセンファーマ 89.80
内用薬 1190019F5023 ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠 レミニールＯＤ錠８ｍｇ ヤンセンファーマ 160.40
内用薬 1190019F6020 ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠 レミニールＯＤ錠１２ｍｇ ヤンセンファーマ 200.20
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内用薬 1225001F1114 クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

１２５ｍｇ１錠 局 リンラキサー錠１２５ｍｇ 大正製薬 10.10

内用薬 1225001F2250 クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

２５０ｍｇ１錠 局 リンラキサー錠２５０ｍｇ 大正製薬 12.40

内用薬 1231013M1040 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル チアトンカプセル５ｍｇ マイランＥＰＤ 7.50
内用薬 1231013M2179 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チアトンカプセル１０ｍｇ マイランＥＰＤ 12.20
内用薬 1249005M1083 チメピジウム臭化物水和物 ３０ｍｇ１カプセル セスデンカプセル３０ｍｇ ニプロＥＳファーマ 12.10
内用薬 1249008F1215 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アロフト錠２０ｍｇ ニプロＥＳファーマ 15.30
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 12.80
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 24.90
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 12.10
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 10.20
内用薬 1339005F1296 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局 メリスロン錠６ｍｇ エーザイ 8.70
内用薬 1339005F2128 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局 メリスロン錠１２ｍｇ エーザイ 10.10
内用薬 2113005F1030 メチルジゴキシン ０．１ｍｇ１錠 ラニラピッド錠０．１ｍｇ 中外製薬 7.30
内用薬 2119003F1093 ユビデカレノン ５ｍｇ１錠 ノイキノン錠５ｍｇ エーザイ 11.30
内用薬 2119003F2332 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ノイキノン錠１０ｍｇ エーザイ 12.80
内用薬 2119003F2340 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ノイキノン糖衣錠１０ｍｇ エーザイ 12.80
内用薬 2119004F1020 デノパミン ５ｍｇ１錠 カルグート錠５ 田辺三菱製薬 29.30
内用薬 2119004F2027 デノパミン １０ｍｇ１錠 カルグート錠１０ 田辺三菱製薬 51.00
内用薬 2123005F1141 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ミケラン錠５ｍｇ 大塚製薬 13.00
内用薬 2123009F3096 ピンドロール ５ｍｇ１錠 カルビスケン錠５ｍｇ アルフレッサファー

マ
12.50

内用薬 2123011F1155 アテノロール ２５ｍｇ１錠 テノーミン錠２５ アストラゼネカ 12.70
内用薬 2123011F2437 アテノロール ５０ｍｇ１錠 テノーミン錠５０ アストラゼネカ 17.80
内用薬 2123014F1094 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 13.50
内用薬 2123014F2201 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 20.30
内用薬 2123016F1107 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 メインテート錠２．５ｍｇ 田辺三菱製薬 21.80
内用薬 2123016F2189 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 メインテート錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 30.70
内用薬 2123016F3037 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 局 メインテート錠０．６２５ｍｇ 田辺三菱製薬 15.80
内用薬 2129002M1060 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル リスモダンカプセル５０ｍｇ クリニジェン 24.10
内用薬 2129002M2139 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル リスモダンカプセル１００ｍｇ クリニジェン 36.10
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 13.90
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 21.00
内用薬 2129004M1026 アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル 局 アスペノンカプセル１０ バイエル薬品 34.90
内用薬 2129004M2022 アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル 局 アスペノンカプセル２０ バイエル薬品 53.80
内用薬 2129005F1129 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ クリニジェン 37.90
内用薬 2129006F1026 プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 局 プロノン錠１５０ｍｇ トーアエイヨー 40.50
内用薬 2129006F2022 プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 プロノン錠１００ｍｇ トーアエイヨー 34.60
内用薬 2129007F1020 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 シベノール錠５０ｍｇ トーアエイヨー 27.30
内用薬 2129007F2027 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 局 シベノール錠１００ｍｇ トーアエイヨー 44.80
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 36.10
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 60.40
内用薬 2129009F1020 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 タンボコール錠５０ｍｇ エーザイ 64.70
内用薬 2129009F2026 フレカイニド酢酸塩 １００ｍｇ１錠 局 タンボコール錠１００ｍｇ エーザイ 110.40
内用薬 2129010F1022 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 アンカロン錠１００ サノフィ 234.60
内用薬 2135001F1128 メフルシド ２５ｍｇ１錠 局 バイカロン錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 10.10
内用薬 2139001S1060 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソバイドシロップ７０％ 興和 3.90
内用薬 2139001S4027 イソソルビド ７０％２３ｍＬ１包 イソバイドシロップ７０％分包２３ｍＬ 興和 89.70
内用薬 2139008F1056 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 局 ダイアート錠６０ｍｇ 三和化学研究所 25.00
内用薬 2139008F2028 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 局 ダイアート錠３０ｍｇ 三和化学研究所 16.80
内用薬 2139009F1026 トラセミド ４ｍｇ１錠 ルプラック錠４ｍｇ 田辺三菱製薬 19.50
内用薬 2139009F2022 トラセミド ８ｍｇ１錠 ルプラック錠８ｍｇ 田辺三菱製薬 31.30
内用薬 2144001C1074 カプトプリル ５％１ｇ カプトリル細粒５％ アルフレッサファー

マ
29.30

内用薬 2144001F1020 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトリル錠１２．５ｍｇ アルフレッサファー
マ

12.50

内用薬 2144001F2026 カプトプリル ２５ｍｇ１錠 カプトリル錠２５ｍｇ アルフレッサファー
マ

13.20

内用薬 2144002F1024 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 レニベース錠２．５ ＭＳＤ 20.30
内用薬 2144002F2020 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 局 レニベース錠５ ＭＳＤ 24.80
内用薬 2144002F3027 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局 レニベース錠１０ ＭＳＤ 36.20
内用薬 2144003F2025 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 局 セタプリル錠２５ｍｇ 大日本住友製薬 21.60
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 21.00
内用薬 2144006F1030 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 局 ロンゲス錠５ｍｇ 共和薬品工業 22.10
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 26.10
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 26.60
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 36.90
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 35.80
内用薬 2144007F1027 ベナゼプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 チバセン錠２．５ｍｇ サンファーマ 23.00
内用薬 2144007F2023 ベナゼプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 チバセン錠５ｍｇ サンファーマ 41.20
内用薬 2144007F3020 ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 チバセン錠１０ｍｇ サンファーマ 73.80
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 27.40
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 45.40
内用薬 2144008F3024 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 タナトリル錠１０ 田辺三菱製薬 89.30
内用薬 2144009F1026 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠 局 エースコール錠１ｍｇ 第一三共 29.40
内用薬 2144009F2022 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 エースコール錠２ｍｇ 第一三共 53.70
内用薬 2144009F3029 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 エースコール錠４ｍｇ 第一三共 107.30
内用薬 2144011F1023 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 オドリック錠０．５ｍｇ 日本新薬 28.30
内用薬 2144011F2020 トランドラプリル １ｍｇ１錠 オドリック錠１ｍｇ 日本新薬 46.50
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 49.00
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 85.90
内用薬 2149009F1030 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 トランデート錠５０ｍｇ アスペンジャパン 13.50
内用薬 2149009F2037 ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局 トランデート錠１００ｍｇ アスペンジャパン 21.30
内用薬 2149010F1025 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 セロケン錠２０ｍｇ アストラゼネカ 11.00
内用薬 2149010F1033 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 ロプレソール錠２０ｍｇ サンファーマ 10.80
内用薬 2149010F2072 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 局 ロプレソール錠４０ｍｇ サンファーマ 16.40
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 33.80
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 8.60
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 12.20
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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 12.30
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 12.80
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 12.30
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 23.00
内用薬 2149026F1026 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠０．５ｍｇ ファイザー 14.20
内用薬 2149026F2022 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠１ｍｇ ファイザー 21.70
内用薬 2149026F3029 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠２ｍｇ ファイザー 30.60
内用薬 2149026F4025 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 カルデナリン錠４ｍｇ ファイザー 64.80
内用薬 2149026F5021 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 カルデナリンＯＤ錠０．５ｍｇ ファイザー 14.20
内用薬 2149026F6028 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 カルデナリンＯＤ錠１ｍｇ ファイザー 21.70
内用薬 2149026F7024 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ ファイザー 30.60
内用薬 2149026F8020 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 カルデナリンＯＤ錠４ｍｇ ファイザー 64.80
内用薬 2149027F1020 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 カルスロット錠５ 武田テバ薬品 17.40
内用薬 2149027F2027 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 カルスロット錠１０ 武田テバ薬品 23.10
内用薬 2149027F3023 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 カルスロット錠２０ 武田テバ薬品 41.90
内用薬 2149029F1020 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 セレクトール錠１００ｍｇ 日本新薬 29.50
内用薬 2149029F2026 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セレクトール錠２００ｍｇ 日本新薬 48.20
内用薬 2149031F1027 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ケルロング錠５ｍｇ クリニジェン 38.70
内用薬 2149031F2023 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ケルロング錠１０ｍｇ クリニジェン 65.30
内用薬 2149032F1021 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 アーチスト錠１０ｍｇ 第一三共 33.80
内用薬 2149032F2028 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 アーチスト錠２０ｍｇ 第一三共 64.40
内用薬 2149032F3024 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 局 アーチスト錠１．２５ｍｇ 第一三共 11.30
内用薬 2149032F4020 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 局 アーチスト錠２．５ｍｇ 第一三共 18.80
内用薬 2149035F1025 フェロジピン ２．５ｍｇ１錠 局 スプレンジール錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 14.50
内用薬 2149035F2021 フェロジピン ５ｍｇ１錠 局 スプレンジール錠５ｍｇ アストラゼネカ 25.20
内用薬 2149037F1032 シルニジピン ５ｍｇ１錠 局 アテレック錠５ ＥＡファーマ 23.20
内用薬 2149037F2039 シルニジピン １０ｍｇ１錠 局 アテレック錠１０ ＥＡファーマ 39.80
内用薬 2149037F3027 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 アテレック錠２０ ＥＡファーマ 67.50
内用薬 2149039F1031 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局 ニューロタン錠２５ｍｇ ＭＳＤ 48.00
内用薬 2149039F2038 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ニューロタン錠５０ｍｇ ＭＳＤ 92.30
内用薬 2149039F3026 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局 ニューロタン錠１００ｍｇ ＭＳＤ 134.10
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 27.20
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 51.60
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 99.70
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 148.70
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
22.50

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

41.10

内用薬 2149041F3023 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 ディオバン錠８０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

76.80

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

145.90

内用薬 2149041F5026 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 ディオバンＯＤ錠２０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

22.50

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

41.10

内用薬 2149041F7029 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 ディオバンＯＤ錠８０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

76.80

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

145.90

内用薬 2149042F1025 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 ミカルディス錠２０ｍｇ 日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

46.00

内用薬 2149042F2021 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 ミカルディス錠４０ｍｇ 日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

87.10

内用薬 2149042F3028 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 ミカルディス錠８０ｍｇ 日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

128.30

内用薬 2149043F1020 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局 カルブロック錠８ｍｇ 第一三共 24.50
内用薬 2149043F2026 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局 カルブロック錠１６ｍｇ 第一三共 44.20
内用薬 2149044F5020 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ 第一三共 45.60
内用薬 2149044F6026 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ 第一三共 86.90
内用薬 2149044F7022 オルメサルタンメドキソミル ４０ｍｇ１錠 オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ 第一三共 127.30
内用薬 2149044F8029 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠 オルメテックＯＤ錠５ｍｇ 第一三共 24.00
内用薬 2149046F1023 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 局 アバプロ錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 44.40
内用薬 2149046F1031 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠 局 イルベタン錠５０ｍｇ シオノギファーマ 44.00
内用薬 2149046F2020 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 局 アバプロ錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 85.00
内用薬 2149046F2038 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 局 イルベタン錠１００ｍｇ シオノギファーマ 82.40
内用薬 2149046F3026 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 局 アバプロ錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 129.20
内用薬 2149046F3034 イルベサルタン ２００ｍｇ１錠 局 イルベタン錠２００ｍｇ シオノギファーマ 122.50
内用薬 2149110F1040 ロサルタンカリウム・ヒドロ

クロロチアジド
１錠 局 プレミネント配合錠ＬＤ ＭＳＤ 96.00

内用薬 2149110F2020 ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

１錠 局 プレミネント配合錠ＨＤ ＭＳＤ 139.80

内用薬 2149111F1028 カンデサルタンシレキセチ
ル・ヒドロクロロチアジド

１錠 局 エカード配合錠ＬＤ 武田テバ薬品 54.80

内用薬 2149111F2024 カンデサルタンシレキセチ
ル・ヒドロクロロチアジド

１錠 局 エカード配合錠ＨＤ 武田テバ薬品 103.90

内用薬 2149112F1022 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 コディオ配合錠ＭＤ ノバルティス
ファーマ

84.30

内用薬 2149112F2029 バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド

１錠 局 コディオ配合錠ＥＸ ノバルティス
ファーマ

86.10

内用薬 2149113F1027 テルミサルタン・ヒドロクロ
ロチアジド

１錠 ミコンビ配合錠ＡＰ 日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

95.00

内用薬 2149113F2023 テルミサルタン・ヒドロクロ
ロチアジド

１錠 ミコンビ配合錠ＢＰ 日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

135.40

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

81.20

内用薬 2149114F2028 バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

１錠 エックスフォージ配合ＯＤ錠 ノバルティス
ファーマ

81.20

内用薬 2149116F1020 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 ユニシア配合錠ＬＤ 武田テバ薬品 99.40

内用薬 2149116F2027 カンデサルタンシレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

１錠 局 ユニシア配合錠ＨＤ 武田テバ薬品 101.50
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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

89.90

内用薬 2149117F2021 テルミサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 ミカムロ配合錠ＢＰ 日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

133.80

内用薬 2149118F1020 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 アイミクス配合錠ＬＤ 大日本住友製薬 95.10

内用薬 2149118F2026 イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 局 アイミクス配合錠ＨＤ 大日本住友製薬 108.60

内用薬 2160002F1028 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 メトリジン錠２ｍｇ 大正製薬 24.50
内用薬 2160002F2024 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 メトリジンＤ錠２ｍｇ 大正製薬 24.50
内用薬 2160003F1022 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 イミグラン錠５０ グラクソ・スミスク

ライン
579.90

内用薬 2160004F1027 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾーミッグ錠２．５ｍｇ 沢井製薬 639.60
内用薬 2160004F2023 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ 沢井製薬 639.60
内用薬 2160005F1021 エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 レルパックス錠２０ｍｇ ファイザー 610.40
内用薬 2160006F1026 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠 マクサルト錠１０ｍｇ 杏林製薬 587.50
内用薬 2160006F2022 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 杏林製薬 590.20
内用薬 2160007F1020 ナラトリプタン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アマージ錠２．５ｍｇ グラクソ・スミスク

ライン
749.80

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 8.50
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 12.50
内用薬 2171006F1224 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ヘルベッサー錠３０ 田辺三菱製薬 10.30
内用薬 2171006F2026 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ヘルベッサー錠６０ 田辺三菱製薬 14.90
内用薬 2171006N1105 ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 局 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ 田辺三菱製薬 23.90
内用薬 2171006N2039 ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル 局 ヘルベッサーＲカプセル２００ｍｇ 田辺三菱製薬 49.00
内用薬 2171010F3053 ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ペルサンチン錠１００ｍｇ 日本ベーリンガーイ

ンゲルハイム
12.30

内用薬 2171011G1123 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 フランドル錠２０ｍｇ トーアエイヨー 12.60
内用薬 2171011N1050 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル ニトロールＲカプセル２０ｍｇ エーザイ 12.40
内用薬 2171012F1181 トラピジル ５０ｍｇ１錠 ロコルナール錠５０ｍｇ 持田製薬 11.30
内用薬 2171012F2315 トラピジル １００ｍｇ１錠 ロコルナール錠１００ｍｇ 持田製薬 12.60
内用薬 2171014G1020 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠１０ｍｇ バイエル薬品 12.90
内用薬 2171014G2026 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＬ錠２０ｍｇ バイエル薬品 13.30
内用薬 2171014G3022 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠１０ｍｇ バイエル薬品 12.30
内用薬 2171014G4029 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ バイエル薬品 21.70
内用薬 2171014G5025 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ バイエル薬品 41.10
内用薬 2171014N1029 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル 局 セパミット－Ｒカプセル１０ 日本ジェネリック 12.00
内用薬 2171014N2025 ニフェジピン ２０ｍｇ１カプセル 局 セパミット－Ｒカプセル２０ 日本ジェネリック 13.90
内用薬 2171017F1028 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 シグマート錠２．５ｍｇ 中外製薬 11.40
内用薬 2171017F2024 ニコランジル ５ｍｇ１錠 シグマート錠５ｍｇ 中外製薬 12.40
内用薬 2171020F1020 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 バイロテンシン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 22.50
内用薬 2171020F2026 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 バイロテンシン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 24.40
内用薬 2171021F1024 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 コニール錠２ 協和キリン 20.00
内用薬 2171021F2020 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 コニール錠４ 協和キリン 33.50
内用薬 2171021F3027 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 コニール錠８ 協和キリン 66.70
内用薬 2171022F1029 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠２．５ｍｇ ファイザー 20.30
内用薬 2171022F1045 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 19.40
内用薬 2171022F2025 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠５ｍｇ ファイザー 35.30
内用薬 2171022F2041 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 34.30
内用薬 2171022F3021 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 19.40
内用薬 2171022F3048 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局 ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ ファイザー 20.30
内用薬 2171022F4028 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ 大日本住友製薬 34.30
内用薬 2171022F4044 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ ファイザー 35.30
内用薬 2171022F5024 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジン錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 52.30
内用薬 2171022F5032 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ノルバスク錠１０ｍｇ ファイザー 55.20
内用薬 2171022F6020 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 アムロジンＯＤ錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 52.30
内用薬 2171022F6039 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 ノルバスクＯＤ錠１０ｍｇ ファイザー 55.20
内用薬 2171023F1023 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 アイトロール錠１０ｍｇ トーアエイヨー 10.10
内用薬 2171023F2020 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 アイトロール錠２０ｍｇ トーアエイヨー 12.00
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 21.80
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 17.90
内用薬 2183006F3023 フェノフィブラート ５３．３ｍｇ１錠 リピディル錠５３．３ｍｇ あすか製薬 23.40
内用薬 2183006F3031 フェノフィブラート ５３．３ｍｇ１錠 トライコア錠５３．３ｍｇ マイランＥＰＤ 23.40
内用薬 2183006F4020 フェノフィブラート ８０ｍｇ１錠 リピディル錠８０ｍｇ あすか製薬 30.80
内用薬 2183006F4038 フェノフィブラート ８０ｍｇ１錠 トライコア錠８０ｍｇ マイランＥＰＤ 30.30
内用薬 2189008F1287 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 ロレルコ錠２５０ｍｇ 大塚製薬 16.30
内用薬 2189008F1376 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 シンレスタール錠２５０ｍｇ アルフレッサファー

マ
16.50

内用薬 2189010F1039 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 メバロチン錠５ 第一三共 29.10
内用薬 2189010F2027 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局 メバロチン錠１０ 第一三共 54.50
内用薬 2189011F1025 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 局 リポバス錠５ ＭＳＤ 63.90
内用薬 2189011F2021 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 局 リポバス錠１０ ＭＳＤ 132.50
内用薬 2189011F3028 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 局 リポバス錠２０ ＭＳＤ 288.10
内用薬 2189012F1020 フルバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 ローコール錠１０ｍｇ サンファーマ 27.40
内用薬 2189012F2026 フルバスタチンナトリウム ２０ｍｇ１錠 ローコール錠２０ｍｇ サンファーマ 49.30
内用薬 2189012F3022 フルバスタチンナトリウム ３０ｍｇ１錠 ローコール錠３０ｍｇ サンファーマ 68.20
内用薬 2189015F1023 アトルバスタチンカルシウム

水和物
５ｍｇ１錠 局 リピトール錠５ｍｇ アステラス製薬 38.10

内用薬 2189015F2020 アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 局 リピトール錠１０ｍｇ アステラス製薬 72.80

内用薬 2189016F1028 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 リバロ錠１ｍｇ 興和 42.70
内用薬 2189016F2024 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 リバロ錠２ｍｇ 興和 80.20
内用薬 2189016F3020 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 リバロ錠４ｍｇ 興和 146.60
内用薬 2189016F4027 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 リバロＯＤ錠１ｍｇ 興和 42.70
内用薬 2189016F5023 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 リバロＯＤ錠２ｍｇ 興和 80.20
内用薬 2189016F6020 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 リバロＯＤ錠４ｍｇ 興和 146.60
内用薬 2189017F1022 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 クレストール錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 47.80
内用薬 2189017F2029 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 クレストール錠５ｍｇ アストラゼネカ 89.00
内用薬 2189017F3025 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 47.80
内用薬 2189017F4021 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 クレストールＯＤ錠５ｍｇ アストラゼネカ 89.00
内用薬 2189018F1027 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 ゼチーア錠１０ｍｇ ＭＳＤ 159.10
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内用薬 2190005F1225 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局 セロクラール錠１０ｍｇ サノフィ 8.70
内用薬 2190005F2051 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 セロクラール錠２０ｍｇ サノフィ 11.30
内用薬 2190009A1048 ポリスチレンスルホン酸ナト

リウム
１ｇ 局 ケイキサレート散 鳥居薬品 14.60

内用薬 2190021B1095 ニセルゴリン １％１ｇ 局 サアミオン散１％ 田辺三菱製薬 31.40
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 21.20
内用薬 2190022F1024 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 リズミック錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 18.50
内用薬 2190024F1023 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 局 カルタン錠５００ マイラン製薬 6.40
内用薬 2190024F2020 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 局 カルタン錠２５０ マイラン製薬 5.90
内用薬 2190024F3026 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 カルタンＯＤ錠２５０ｍｇ マイラン製薬 5.90
内用薬 2190024F4022 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 カルタンＯＤ錠５００ｍｇ マイラン製薬 6.40
内用薬 2190026F1022 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 トラクリア錠６２．５ｍｇ ヤンセンファーマ 3,727.50
内用薬 2190029D1025 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ バイエル薬品 114.80
内用薬 2190029D2021 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包 ホスレノール顆粒分包５００ｍｇ バイエル薬品 167.10
内用薬 2190029F3029 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ バイエル薬品 115.60
内用薬 2190029F4025 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 ホスレノールＯＤ錠５００ｍｇ バイエル薬品 168.50
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
１錠 カデュエット配合錠１番 ファイザー 55.30

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

１錠 カデュエット配合錠２番 ファイザー 89.20

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

１錠 カデュエット配合錠３番 ファイザー 72.00

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

１錠 カデュエット配合錠４番 ファイザー 104.50

内用薬 2229001B1051 ジメモルファンリン酸塩 １０％１ｇ アストミン散１０％ オーファンパシ
フィック

35.90

内用薬 2229001Q1054 ジメモルファンリン酸塩 ０．２５％１ｍＬ アストミンシロップ０．２５％ オーファンパシ
フィック

3.90

内用薬 2233002F1174 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局 ムコダイン錠２５０ｍｇ 杏林製薬 8.50
内用薬 2233002F2022 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局 ムコダイン錠５００ｍｇ 杏林製薬 12.20
内用薬 2233002Q1035 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコダインシロップ５％ 杏林製薬 6.10
内用薬 2233002R2029 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ ムコダインＤＳ５０％ 杏林製薬 21.40
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 13.50
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 44.20
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 8.30
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 33.00
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 9.10
内用薬 2251001F2115 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオドール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 8.60
内用薬 2251001F3081 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオドール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 13.40
内用薬 2251001G1025 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ユニコン錠２００ 日医工 13.60
内用薬 2251001G1076 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 大塚製薬 12.60
内用薬 2251001G2021 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ユニコン錠４００ 日医工 14.50
内用薬 2251001G2064 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ 大塚製薬 13.50
内用薬 2251001G3036 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニコン錠１００ 日医工 8.00
内用薬 2251001G3044 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠１００ｍｇ 大塚製薬 10.10
内用薬 2259002F1065 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ホクナリン錠１ｍｇ マイランＥＰＤ 13.00
内用薬 2259002F1090 ツロブテロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ベラチン錠１ｍｇ ニプロＥＳファーマ 13.60
内用薬 2259002R1061 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ホクナリンドライシロップ０．１％小児用 マイランＥＰＤ 16.10
内用薬 2259002R1100 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ベラチンドライシロップ小児用０．１％ ニプロＥＳファーマ 16.10
内用薬 2259004F1110 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 メプチンミニ錠２５μｇ 大塚製薬 12.40
内用薬 2259004F2168 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０５ｍｇ１錠 メプチン錠５０μｇ 大塚製薬 13.00
内用薬 2259004Q1111 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 大塚製薬 6.70
内用薬 2259004R2024 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．００５％１ｇ メプチンドライシロップ０．００５％ 大塚製薬 52.10
内用薬 2259006F1080 クレンブテロール塩酸塩 １０μｇ１錠 スピロペント錠１０μｇ 帝人ファーマ 11.50
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 24.60
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 36.00
内用薬 2325001C1053 シメチジン ２０％１ｇ タガメット細粒２０％ 大日本住友製薬 13.70
内用薬 2325001C2092 シメチジン ４０％１ｇ カイロック細粒４０％ 藤本製薬 14.40
内用薬 2325001F1211 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タガメット錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 12.60
内用薬 2325001F2048 シメチジン ４００ｍｇ１錠 タガメット錠４００ｍｇ 大日本住友製薬 12.70
内用薬 2325002F1194 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ザンタック錠１５０ グラクソ・スミスク

ライン
12.70

内用薬 2325002F2026 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ザンタック錠７５ グラクソ・スミスク
ライン

12.20

内用薬 2325003B1022 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスター散１０％ ＬＴＬファーマ 155.00
内用薬 2325003B2029 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスター散２％ ＬＴＬファーマ 34.90
内用薬 2325003F1024 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスター錠１０ｍｇ ＬＴＬファーマ 18.90
内用薬 2325003F2020 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスター錠２０ｍｇ ＬＴＬファーマ 22.90
内用薬 2325003F3035 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠１０ｍｇ ＬＴＬファーマ 18.90
内用薬 2325003F4031 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠２０ｍｇ ＬＴＬファーマ 22.90
内用薬 2325004M1087 ロキサチジン酢酸エステル塩

酸塩
７５ｍｇ１カプセル 局 アルタットカプセル７５ｍｇ あすか製薬 30.40

内用薬 2325004M2067 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

３７．５ｍｇ１カプセル 局 アルタットカプセル３７．５ｍｇ あすか製薬 18.90

内用薬 2325005F1031 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 アシノン錠１５０ｍｇ ゼリア新薬工業 24.70
内用薬 2325005F2020 ニザチジン ７５ｍｇ１錠 アシノン錠７５ｍｇ ゼリア新薬工業 15.70
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 15.50
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 24.90
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 15.50
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 24.90
内用薬 2329008C1097 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ アルサルミン細粒９０％ 富士化学工業 6.50
内用薬 2329008S1105 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ アルサルミン内用液１０％ 富士化学工業 2.60
内用薬 2329009C2055 スルピリド １０％１ｇ ドグマチール細粒１０％ 日医工 13.30
内用薬 2329009C3078 スルピリド ５０％１ｇ ドグマチール細粒５０％ 日医工 31.00
内用薬 2329009F1110 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠５０ｍｇ 日医工 11.40
内用薬 2329009M1380 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ドグマチールカプセル５０ｍｇ 日医工 11.40
内用薬 2329011C2028 ソファルコン ２０％１ｇ ソロン細粒２０％ 大正製薬 20.50
内用薬 2329011F1028 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソロン錠５０ 大正製薬 6.40
内用薬 2329011M2066 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ソロンカプセル１００ 大正製薬 10.10
内用薬 2329012C1026 テプレノン １０％１ｇ セルベックス細粒１０％ エーザイ 14.30
内用薬 2329012M1021 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 局 セルベックスカプセル５０ｍｇ エーザイ 9.60
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内用薬 2329015C1100 トロキシピド ２０％１ｇ 局 アプレース細粒２０％ 杏林製薬 18.90
内用薬 2329015F2022 トロキシピド １００ｍｇ１錠 局 アプレース錠１００ｍｇ 杏林製薬 10.80
内用薬 2329020C1020 イルソグラジンマレイン酸塩 ０．８％１ｇ 局 ガスロンＮ細粒０．８％ 日本新薬 35.80
内用薬 2329020F1027 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ガスロンＮ錠２ｍｇ 日本新薬 19.20
内用薬 2329020F2023 イルソグラジンマレイン酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ガスロンＮ錠４ｍｇ 日本新薬 21.00
内用薬 2329020F3020 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ 日本新薬 19.20
内用薬 2329020F4026 イルソグラジンマレイン酸塩 ４ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ 日本新薬 21.00
内用薬 2329021D1020 レバミピド ２０％１ｇ ムコスタ顆粒２０％ 大塚製薬 20.10
内用薬 2329021F1102 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 ムコスタ錠１００ｍｇ 大塚製薬 10.70
内用薬 2329022H1043 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラール錠２０ アストラゼネカ 82.20
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 86.20
内用薬 2329022H2023 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラール錠１０ アストラゼネカ 53.60
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 56.00
内用薬 2329023F1020 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 局 タケプロンＯＤ錠１５ 武田テバ薬品 52.30
内用薬 2329023F2027 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 局 タケプロンＯＤ錠３０ 武田テバ薬品 90.80
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 52.30
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 90.80
内用薬 2329026D1031 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 局 ガストローム顆粒６６．７％ 田辺三菱製薬 15.90
内用薬 2329027D1028 ポラプレジンク １５％１ｇ 局 プロマック顆粒１５％ ゼリア新薬工業 46.90
内用薬 2329027F1029 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 プロマックＤ錠７５ ゼリア新薬工業 24.50
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 72.70
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 136.20
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 41.70
内用薬 2339003B1192 β－ガラクトシダーゼ（アス

ペルギルス）
５０％１ｇ ガランターゼ散５０％ ニプロＥＳファーマ 33.40

内用薬 2359005F1218 ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 ラキソベロン錠２．５ｍｇ 帝人ファーマ 7.20

内用薬 2359005S1240 ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ ラキソベロン内用液０．７５％ 帝人ファーマ 19.70

内用薬 2391008M1021 アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル イメンドカプセル８０ｍｇ 小野薬品工業 2,394.00
内用薬 2391008M2028 アプレピタント １２５ｍｇ１カプセル イメンドカプセル１２５ｍｇ 小野薬品工業 3,536.60
内用薬 2391008M3024 アプレピタント １セット イメンドカプセルセット 小野薬品工業 8,324.60
内用薬 2399005F1027 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナウゼリン錠５ 協和キリン 8.20
内用薬 2399005F2023 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウゼリン錠１０ 協和キリン 12.50
内用薬 2399005F3020 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナウゼリンＯＤ錠５ 協和キリン 8.20
内用薬 2399005F4026 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウゼリンＯＤ錠１０ 協和キリン 12.50
内用薬 2399005R1163 ドンペリドン １％１ｇ ナウゼリンドライシロップ１％ 協和キリン 15.60
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 12.50
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 13.40
内用薬 2399009D2020 メサラジン ９４％１ｇ ペンタサ顆粒９４％ 杏林製薬 132.00
内用薬 2399009F1149 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 ペンタサ錠２５０ｍｇ 杏林製薬 37.10
内用薬 2399009F2030 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 ペンタサ錠５００ｍｇ 杏林製薬 68.60
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 58.30
内用薬 2399010B1034 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ 局 ガスモチン散１％ 大日本住友製薬 28.00
内用薬 2399010F1028 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局 ガスモチン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 10.10
内用薬 2399010F2024 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 ガスモチン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 13.50
内用薬 2399011C1042 ポリカルボフィルカルシウム ８３．３％１ｇ コロネル細粒８３．３％ アステラス製薬 20.40
内用薬 2399011C1050 ポリカルボフィルカルシウム ８３．３％１ｇ ポリフル細粒８３．３％ マイランＥＰＤ 21.00
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 55.80
内用薬 2478002F3056 メドロキシプロゲステロン酢

酸エステル
２００ｍｇ１錠 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 協和キリン 196.50

内用薬 2482009F1031 ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール

１錠 ルナベル配合錠ＬＤ ノーベルファーマ 220.60

内用薬 2482009F2020 ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール

１錠 ルナベル配合錠ＵＬＤ ノーベルファーマ 233.70

内用薬 2499010F1023 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ディナゲスト錠１ｍｇ 持田製薬 288.30
内用薬 2499010F2020 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ 持田製薬 288.30
内用薬 2499011M1027 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル アボルブカプセル０．５ｍｇ グラクソ・スミスク

ライン
203.10

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 14.60
内用薬 2590004F1192 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ウテメリン錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 57.10
内用薬 2590005F1022 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ポラキス錠２ クリニジェン 12.70
内用薬 2590005F2029 オキシブチニン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ポラキス錠３ クリニジェン 12.70
内用薬 2590005F3025 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ポラキス錠１ クリニジェン 11.90
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 45.20
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 77.80
内用薬 2590008F1026 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．１ｍｇ アステラス製薬 42.40
内用薬 2590008F2022 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ アステラス製薬 75.60
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 32.40
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 66.70
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 89.80
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 66.70
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 89.80
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 32.40
内用薬 2590010F1023 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 ユリーフ錠２ｍｇ キッセイ薬品工業 30.80
内用薬 2590010F2020 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 ユリーフ錠４ｍｇ キッセイ薬品工業 58.70
内用薬 2590010F3026 シロドシン ２ｍｇ１錠 ユリーフＯＤ錠２ｍｇ キッセイ薬品工業 30.80
内用薬 2590010F4022 シロドシン ４ｍｇ１錠 ユリーフＯＤ錠４ｍｇ キッセイ薬品工業 58.70
内用薬 2590013F1027 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ウリトス錠０．１ｍｇ 杏林製薬 81.90
内用薬 2590013F1035 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ステーブラ錠０．１ｍｇ 小野薬品工業 85.50
内用薬 2590013F2023 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ 杏林製薬 81.90
内用薬 2590013F2031 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ 小野薬品工業 85.50
内用薬 2590016F1020 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 ザルティア錠２．５ｍｇ 日本新薬 96.40
内用薬 2590016F2027 タダラフィル ５ｍｇ１錠 ザルティア錠５ｍｇ 日本新薬 183.80
内用薬 3112001F1055 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．２５μｇ 帝人ファーマ 12.70
内用薬 3112001F2051 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．５μｇ 帝人ファーマ 12.80
内用薬 3112001F3058 アルファカルシドール １μｇ１錠 ワンアルファ錠１．０μｇ 帝人ファーマ 34.50
内用薬 3112001M1046 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル アルファロールカプセル０．２５μｇ 中外製薬 12.20
内用薬 3112001M2069 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファロールカプセル０．５μｇ 中外製薬 12.30
内用薬 3112001M3065 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファロールカプセル１μｇ 中外製薬 31.60
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内用薬 3112001M4037 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファロールカプセル３μｇ 中外製薬 77.50
内用薬 3112004M1023 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル ロカルトロールカプセル０．２５ 中外製薬 16.00
内用薬 3112004M2020 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル ロカルトロールカプセル０．５ 中外製薬 27.10
内用薬 3112006M1022 エルデカルシトール ０．５μｇ１カプセル エディロールカプセル０．５μｇ 中外製薬 65.20
内用薬 3112006M2029 エルデカルシトール ０．７５μｇ１カプセル エディロールカプセル０．７５μｇ 中外製薬 92.70
内用薬 3160002M2028 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル グラケーカプセル１５ｍｇ エーザイ 24.10
内用薬 3222013D1059 クエン酸第一鉄ナトリウム １ｇ フェロミア顆粒８．３％ サンノーバ 13.30
内用薬 3222013F1025 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 フェロミア錠５０ｍｇ サンノーバ 8.10
内用薬 3253003D2031 イソロイシン・ロイシン・バ

リン
４．１５ｇ１包 局 リーバクト配合顆粒 ＥＡファーマ 142.80

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 36.60
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 12.60
内用薬 3399002F3020 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ 大塚製薬 31.10
内用薬 3399002F4027 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 大塚製薬 57.20
内用薬 3399003F1073 リマプロスト　アルファデク ５μｇ１錠 オパルモン錠５μｇ 小野薬品工業 38.80
内用薬 3399003F1081 リマプロスト　アルファデク ５μｇ１錠 プロレナール錠５μｇ 大日本住友製薬 39.40
内用薬 3399004M1026 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル 局 エパデールカプセル３００ 持田製薬 30.40
内用薬 3399004M2022 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局 エパデールＳ３００ 持田製薬 30.30
内用薬 3399004M3029 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 局 エパデールＳ６００ 持田製薬 53.40
内用薬 3399004M4025 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 局 エパデールＳ９００ 持田製薬 73.40
内用薬 3399005F1021 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 ドルナー錠２０μｇ 東レ 36.00
内用薬 3399005F1030 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局 プロサイリン錠２０ 科研製薬 37.50
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 52.40
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 86.10
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 61.40
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 152.00
内用薬 3399101F1021 クロピドグレル硫酸塩・アス

ピリン
１錠 コンプラビン配合錠 サノフィ 217.80

内用薬 3929003C1067 球形吸着炭 １ｇ クレメジン細粒分包２ｇ クレハ 71.20
内用薬 3929003F1020 球形吸着炭 ５００ｍｇ１錠 クレメジン速崩錠５００ｍｇ クレハ 35.90
内用薬 3929003M1054 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセル クレメジンカプセル２００ｍｇ クレハ 14.90
内用薬 3929004F2021 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ユーゼル錠２５ｍｇ 大鵬薬品工業 1,419.50
内用薬 3929004F2030 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ロイコボリン錠２５ｍｇ ファイザー 1,411.70
内用薬 3929008D1022 デフェラシロクス ９０ｍｇ１包 ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
1,388.90

内用薬 3929008D2029 デフェラシロクス ３６０ｍｇ１包 ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

5,491.20

内用薬 3943001F1314 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ザイロリック錠１００ グラクソ・スミスク
ライン

18.90

内用薬 3943001F2027 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ザイロリック錠５０ グラクソ・スミスク
ライン

10.10

内用薬 3949002F1053 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ユリノーム錠２５ｍｇ トーアエイヨー 11.60
内用薬 3949002F2114 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ユリノーム錠５０ｍｇ トーアエイヨー 15.30
内用薬 3949101A1149 クエン酸カリウム・クエン酸

ナトリウム水和物
１ｇ ウラリット－Ｕ配合散 日本ケミファ 16.50

内用薬 3949101F1073 クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１錠 ウラリット配合錠 日本ケミファ 8.70

内用薬 3961003F1028 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 オイグルコン錠１．２５ｍｇ 太陽ファルマ 6.10
内用薬 3961003F1087 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ダオニール錠１．２５ｍｇ サノフィ 6.10
内用薬 3961003F2024 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 オイグルコン錠２．５ｍｇ 太陽ファルマ 10.60
内用薬 3961003F2156 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ダオニール錠２．５ｍｇ サノフィ 10.40
内用薬 3961007F1115 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリミクロン錠４０ｍｇ 大日本住友製薬 13.00
内用薬 3961007F2022 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ 大日本住友製薬 11.30
内用薬 3961008F1020 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 アマリール１ｍｇ錠 サノフィ 14.10
内用薬 3961008F2027 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 アマリール３ｍｇ錠 サノフィ 32.90
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 3961008F4070 グリメピリド １ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠１ｍｇ サノフィ 14.10
内用薬 3961008F5077 グリメピリド ３ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠３ｍｇ サノフィ 32.90
内用薬 3961008F6022 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠０．５ｍｇ サノフィ 10.10
内用薬 3962002F3023 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 メトグルコ錠５００ｍｇ 大日本住友製薬 13.20
内用薬 3969003F1026 アカルボース ５０ｍｇ１錠 グルコバイ錠５０ｍｇ バイエル薬品 16.30
内用薬 3969003F2022 アカルボース １００ｍｇ１錠 グルコバイ錠１００ｍｇ バイエル薬品 28.60
内用薬 3969003F3037 アカルボース ５０ｍｇ１錠 グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ バイエル薬品 16.30
内用薬 3969003F4033 アカルボース １００ｍｇ１錠 グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ バイエル薬品 28.60
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 24.80
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 33.90
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 24.80
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 33.90
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 13.60
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 14.30
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 35.10
内用薬 3969006F2034 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 ファスティック錠９０ ＥＡファーマ 36.50
内用薬 3969007F1024 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局 アクトス錠１５ 武田テバ薬品 54.10
内用薬 3969007F2020 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局 アクトス錠３０ 武田テバ薬品 100.50
内用薬 3969007F3027 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アクトスＯＤ錠１５ 武田テバ薬品 54.10
内用薬 3969007F4023 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 アクトスＯＤ錠３０ 武田テバ薬品 100.50
内用薬 3969008F1029 ミチグリニドカルシウム水和 ５ｍｇ１錠 局 グルファスト錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 19.40
内用薬 3969008F2025 ミチグリニドカルシウム水和 １０ｍｇ１錠 局 グルファスト錠１０ｍｇ キッセイ薬品工業 34.20
内用薬 3969008F3021 ミチグリニドカルシウム水和 ５ｍｇ１錠 グルファストＯＤ錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 19.40
内用薬 3969008F4028 ミチグリニドカルシウム水和 １０ｍｇ１錠 グルファストＯＤ錠１０ｍｇ キッセイ薬品工業 34.20
内用薬 3969009F1023 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 セイブル錠２５ｍｇ 三和化学研究所 18.90
内用薬 3969009F2020 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 セイブル錠５０ｍｇ 三和化学研究所 32.00
内用薬 3969009F3026 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 セイブル錠７５ｍｇ 三和化学研究所 44.70
内用薬 3969009F4022 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 セイブルＯＤ錠５０ｍｇ 三和化学研究所 32.00
内用薬 3969009F5029 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 セイブルＯＤ錠７５ｍｇ 三和化学研究所 44.70
内用薬 3969009F6025 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 セイブルＯＤ錠２５ｍｇ 三和化学研究所 18.90
内用薬 3969013F1020 レパグリニド ０．２５ｍｇ１錠 シュアポスト錠０．２５ｍｇ 大日本住友製薬 32.00
内用薬 3969013F2026 レパグリニド ０．５ｍｇ１錠 シュアポスト錠０．５ｍｇ 大日本住友製薬 56.70
内用薬 3999001Q1051 ラクツロース ６０％１ｍＬ ラクツロース・シロップ６０％「コーワ」 興和 5.90
内用薬 3999001Q2058 ラクツロース ６５％１ｍＬ モニラック・シロップ６５％ 中外製薬 6.50
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内用薬 3999001Q4026 ラクツロース ６０％１０ｍＬ１包 ラクツロース・シロップ６０％分包１０ｍＬ
「コーワ」

興和 48.00

内用薬 3999001Q5022 ラクツロース ６０％１５ｍＬ１包 ラクツロース・シロップ６０％分包１５ｍＬ
「コーワ」

興和 67.10

内用薬 3999002F1020 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ブレディニン錠２５ 旭化成ファーマ 108.40
内用薬 3999002F2027 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ブレディニン錠５０ 旭化成ファーマ 174.90
内用薬 3999002F3023 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 ブレディニンＯＤ錠２５ 旭化成ファーマ 108.40
内用薬 3999002F4020 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 ブレディニンＯＤ錠５０ 旭化成ファーマ 174.90
内用薬 3999003F1297 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 フオイパン錠１００ｍｇ 小野薬品工業 20.20
内用薬 3999004M3021 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル ネオーラル１０ｍｇカプセル ノバルティス

ファーマ
72.90

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

157.60

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

269.30

内用薬 3999008F1273 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 オステン錠２００ｍｇ 武田テバ薬品 20.80
内用薬 3999013F1231 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局 キネダック錠５０ｍｇ 小野薬品工業 72.70
内用薬 3999014M1022 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 局 プログラフカプセル１ｍｇ アステラス製薬 563.90
内用薬 3999014M2029 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル 局 プログラフカプセル０．５ｍｇ アステラス製薬 310.50
内用薬 3999014M3025 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 局 プログラフカプセル５ｍｇ アステラス製薬 2,199.40
内用薬 3999016M1021 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局 リウマトレックスカプセル２ｍｇ ファイザー 188.40
内用薬 3999017M1026 ミコフェノール酸　モフェチ ２５０ｍｇ１カプセル セルセプトカプセル２５０ 中外製薬 190.10
内用薬 3999018F1021 アレンドロン酸ナトリウム水

和物
５ｍｇ１錠 局 フォサマック錠５ ＭＳＤ 66.20

内用薬 3999018F1030 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 局 ボナロン錠５ｍｇ 帝人ファーマ 67.30

内用薬 3999018F2028 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 フォサマック錠３５ｍｇ ＭＳＤ 424.90

内用薬 3999018F2036 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 局 ボナロン錠３５ｍｇ 帝人ファーマ 427.40

内用薬 3999019F1026 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 アクトネル錠２．５ｍｇ ＥＡファーマ 76.90
内用薬 3999019F1034 リセドロン酸ナトリウム水和 ２．５ｍｇ１錠 局 ベネット錠２．５ｍｇ 武田薬品工業 80.20
内用薬 3999019F2022 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 アクトネル錠１７．５ｍｇ ＥＡファーマ 452.50
内用薬 3999019F2030 リセドロン酸ナトリウム水和 １７．５ｍｇ１錠 局 ベネット錠１７．５ｍｇ 武田薬品工業 488.30
内用薬 3999019F3029 リセドロン酸ナトリウム水和 ７５ｍｇ１錠 局 アクトネル錠７５ｍｇ ＥＡファーマ 1,981.50
内用薬 3999019F3037 リセドロン酸ナトリウム水和 ７５ｍｇ１錠 局 ベネット錠７５ｍｇ 武田薬品工業 2,150.20
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 82.10
内用薬 3999025F1021 ピルフェニドン ２００ｍｇ１錠 ピレスパ錠２００ｍｇ 塩野義製薬 680.70
内用薬 3999026F1026 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ボノテオ錠１ｍｇ アステラス製薬 85.00
内用薬 3999026F1034 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 リカルボン錠１ｍｇ 小野薬品工業 87.20
内用薬 3999026F2022 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ボノテオ錠５０ｍｇ アステラス製薬 2,363.00
内用薬 3999026F2030 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 リカルボン錠５０ｍｇ 小野薬品工業 2,324.90
内用薬 3999027F1020 バゼドキシフェン酢酸塩 ２０ｍｇ１錠 ビビアント錠２０ｍｇ ファイザー 85.20
内用薬 4219004M1024 テモゾロミド ２０ｍｇ１カプセル テモダールカプセル２０ｍｇ ＭＳＤ 2,155.00
内用薬 4219004M2020 テモゾロミド １００ｍｇ１カプセル テモダールカプセル１００ｍｇ ＭＳＤ 10,768.60
内用薬 4223005F1022 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 ゼローダ錠３００ 中外製薬 223.30
内用薬 4229101D1025 テガフール・ギメラシル・オ

テラシルカリウム配合剤
２０ｍｇ１包（テガフー
ル相当量）

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ 大鵬薬品工業 607.70

内用薬 4229101D2021 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１包（テガフー
ル相当量）

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ 大鵬薬品工業 758.80

内用薬 4229101F1026 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１錠（テガフー
ル相当量）

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 大鵬薬品工業 444.80

内用薬 4229101F2022 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１錠（テガフー
ル相当量）

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 大鵬薬品工業 538.50

内用薬 4229101M1033 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ 大鵬薬品工業 444.80

内用薬 4229101M2030 テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

ティーエスワン配合カプセルＴ２５ 大鵬薬品工業 538.50

内用薬 4291003F1163 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠１０ｍｇ アストラゼネカ 88.60
内用薬 4291003F2054 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠２０ｍｇ アストラゼネカ 173.50
内用薬 4291005F1057 フルタミド １２５ｍｇ１錠 オダイン錠１２５ｍｇ 日本化薬 198.50
内用薬 4291007F1021 トレミフェンクエン酸塩 ４０ｍｇ１錠 フェアストン錠４０ 日本化薬 248.50
内用薬 4291007F2028 トレミフェンクエン酸塩 ６０ｍｇ１錠 フェアストン錠６０ 日本化薬 374.50
内用薬 4291009F1039 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 カソデックス錠８０ｍｇ アストラゼネカ 518.60
内用薬 4291009F2027 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ アストラゼネカ 518.60
内用薬 4291010F1031 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アリミデックス錠１ｍｇ アストラゼネカ 319.60
内用薬 4291011F1028 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 グリベック錠１００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
2,090.50

内用薬 4291012F1022 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 アロマシン錠２５ｍｇ ファイザー 300.00
内用薬 4291013F1027 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 イレッサ錠２５０ アストラゼネカ 4,395.60
内用薬 4291015F1026 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 フェマーラ錠２．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
389.10

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 4419008F1431 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 タベジール錠１ｍｇ 日新製薬（山形） 6.90
内用薬 4419008Q1157 クレマスチンフマル酸塩 ０．０１％１０ｍＬ タベジールシロップ０．０１％ 日新製薬（山形） 26.00
内用薬 4420002F1117 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 リマチル錠１００ｍｇ あゆみ製薬 45.80
内用薬 4420002F2059 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 リマチル錠５０ｍｇ あゆみ製薬 31.10
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 16.30
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 17.10
内用薬 4490003M1263 ケトチフェンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル ザジテンカプセル１ｍｇ サンファーマ 12.50
内用薬 4490003Q1125 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ザジテンシロップ０．０２％ サンファーマ 15.70
内用薬 4490003R1228 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ザジテンドライシロップ０．１％ サンファーマ 14.50
内用薬 4490004F1021 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼプチン錠０．５ｍｇ エーザイ 12.60
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 13.00
内用薬 4490011F1021 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 アレギサール錠１０ｍｇ ニプロＥＳファーマ 64.10
内用薬 4490011F1030 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 ペミラストン錠１０ｍｇ アルフレッサファー

マ
37.60

内用薬 4490011F2028 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 局 アレギサール錠５ｍｇ ニプロＥＳファーマ 34.10
内用薬 4490011F2036 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 局 ペミラストン錠５ｍｇ アルフレッサファー

マ
21.10

内用薬 4490011R1060 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ 局 ペミラストンドライシロップ０．５％ アルフレッサファー
マ

37.80
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内用薬 4490011R1079 ペミロラストカリウム ０．５％１ｇ 局 アレギサールドライシロップ０．５％ ニプロＥＳファーマ 59.00
内用薬 4490012F1026 オザグレル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ドメナン錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 47.30
内用薬 4490012F2022 オザグレル塩酸塩水和物 ２００ｍｇ１錠 ドメナン錠２００ｍｇ キッセイ薬品工業 82.70
内用薬 4490013M1038 エメダスチンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル 局 レミカットカプセル１ｍｇ 興和 26.40
内用薬 4490013M2034 エメダスチンフマル酸塩 ２ｍｇ１カプセル 局 レミカットカプセル２ｍｇ 興和 34.00
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
51.30

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

67.40

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

56.00

内用薬 4490016M1023 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル アイピーディカプセル５０ 大鵬薬品工業 25.60
内用薬 4490016M2020 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル アイピーディカプセル１００ 大鵬薬品工業 29.00
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 42.40

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 55.60
内用薬 4490019F1028 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバステル錠５ｍｇ 大日本住友製薬 53.70
内用薬 4490019F2024 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバステル錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 71.30
内用薬 4490019F3020 エバスチン ５ｍｇ１錠 局 エバステルＯＤ錠５ｍｇ 大日本住友製薬 53.70
内用薬 4490019F4027 エバスチン １０ｍｇ１錠 局 エバステルＯＤ錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 71.30
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
46.50

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

59.50

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

174.30

内用薬 4490021F1025 ラマトロバン ５０ｍｇ１錠 バイナス錠５０ｍｇ バイエル薬品 71.20
内用薬 4490021F2021 ラマトロバン ７５ｍｇ１錠 バイナス錠７５ｍｇ バイエル薬品 93.30
内用薬 4490022F1038 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 局 タリオン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 28.90
内用薬 4490022F2034 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局 タリオン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 34.10
内用薬 4490022F3022 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 タリオンＯＤ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 28.90
内用薬 4490022F4029 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 34.10
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 46.60
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 36.70
内用薬 4490023F3027 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 アレグラＯＤ錠６０ｍｇ サノフィ 46.60
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 95.60
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 50.30
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 29.40
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 37.20
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 29.40
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 37.20
内用薬 4490026C1021 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 局 キプレス細粒４ｍｇ 杏林製薬 140.40
内用薬 4490026C1030 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 局 シングレア細粒４ｍｇ ＭＳＤ 141.00
内用薬 4490026F1044 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 キプレスチュアブル錠５ｍｇ 杏林製薬 138.30
内用薬 4490026F1052 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 シングレアチュアブル錠５ｍｇ ＭＳＤ 137.10
内用薬 4490026F2040 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 キプレス錠１０ｍｇ 杏林製薬 145.60
内用薬 4490026F2059 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 シングレア錠１０ｍｇ ＭＳＤ 148.10
内用薬 4490026F3020 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 キプレス錠５ｍｇ 杏林製薬 118.50
内用薬 4490026F3039 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 シングレア錠５ｍｇ ＭＳＤ 111.10
内用薬 4490026F4027 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 キプレスＯＤ錠１０ｍｇ 杏林製薬 145.60
内用薬 4490026F4035 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 シングレアＯＤ錠１０ｍｇ ＭＳＤ 148.10
内用薬 4490027F1022 ロラタジン １０ｍｇ１錠 クラリチン錠１０ｍｇ バイエル薬品 63.90
内用薬 4490027F2029 ロラタジン １０ｍｇ１錠 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ バイエル薬品 63.90
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 135.40
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
75.30

内用薬 4490028F3020 レボセチリジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ザイザルＯＤ錠２．５ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

58.20

内用薬 4490028F4026 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ザイザルＯＤ錠５ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

75.30

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

13.90

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

１錠 ディレグラ配合錠 ＬＴＬファーマ 54.60

内用薬 6113001B1089 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 ※ 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ（シオノギ） 塩野義製薬 1,940.20
内用薬 6131001C1210 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ サワシリン細粒１０％ ＬＴＬファーマ 9.60
内用薬 6131001C1228 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ パセトシン細粒１０％ アスペンジャパン 10.10
内用薬 6131001F2026 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１錠 サワシリン錠２５０ ＬＴＬファーマ 11.10
内用薬 6131001M1088 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 サワシリンカプセル１２５ ＬＴＬファーマ 11.10
内用薬 6131001M2300 アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 局 サワシリンカプセル２５０ ＬＴＬファーマ 11.00
内用薬 6132011F1080 セフポドキシム　プロキセチ １００ｍｇ１錠 局 バナン錠１００ｍｇ 第一三共 60.80
内用薬 6132011R1078 セフポドキシム　プロキセチ ５０ｍｇ１ｇ 局 バナンドライシロップ５％ 第一三共 54.60
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 84.00
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 124.40

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 38.40

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 42.50

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 44.30
内用薬 6149003F1023 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 局 クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 マイランＥＰＤ 39.40
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 37.90
内用薬 6149003F2020 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 局 クラリシッド錠２００ｍｇ マイランＥＰＤ 57.50
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 56.30
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 マイランＥＰＤ 67.40
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 63.80
内用薬 6149004C1030 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ ジスロマック細粒小児用１０％ ファイザー 213.90
内用薬 6149004F1028 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ジスロマック錠２５０ｍｇ ファイザー 216.60
内用薬 6149004M1027 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル ジスロマックカプセル小児用１００ｍｇ ファイザー 148.90
内用薬 6152005F1052 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 ミノマイシン錠５０ｍｇ ファイザー 18.00
内用薬 6152005M1043 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル ミノマイシンカプセル５０ｍｇ ファイザー 18.00
内用薬 6152005M2074 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ミノマイシンカプセル１００ｍｇ ファイザー 37.30



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

内用薬 6164001M1216 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル 局 リファジンカプセル１５０ｍｇ 第一三共 22.30
内用薬 6179001F1023 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ブイフェンド錠５０ｍｇ ファイザー 654.60
内用薬 6179001F2020 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局 ブイフェンド錠２００ｍｇ ファイザー 2,075.90
内用薬 6219001F1071 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 サラゾピリン錠５００ｍｇ ファイザー 14.90
内用薬 6219001H1056 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ あゆみ製薬 44.20
内用薬 6219001H2036 サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ あゆみ製薬 28.50
内用薬 6241002F1107 ピペミド酸水和物 ２５０ｍｇ１錠 ドルコール錠２５０ｍｇ 日医工 15.40
内用薬 6241008F1023 シプロフロキサシン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 シプロキサン錠１００ｍｇ バイエル薬品 38.00
内用薬 6241008F2020 シプロフロキサシン塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 シプロキサン錠２００ｍｇ バイエル薬品 49.00
内用薬 6241010C1024 トスフロキサシントシル酸塩

水和物
１５０ｍｇ１ｇ オゼックス細粒小児用１５％ 富士フイルム富山化

学
394.80

内用薬 6241010F1020 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 オゼックス錠７５ 富士フイルム富山化
学

54.40

内用薬 6241010F1039 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

７５ｍｇ１錠 局 トスキサシン錠７５ｍｇ マイランＥＰＤ 71.40

内用薬 6241010F2027 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 オゼックス錠１５０ 富士フイルム富山化
学

64.80

内用薬 6241010F2035 トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠 局 トスキサシン錠１５０ｍｇ マイランＥＰＤ 75.80

内用薬 6241013C2024 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ（レボフ
ロキサシンとして）

局 クラビット細粒１０％ 第一三共 81.10

内用薬 6241013F2020 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 クラビット錠２５０ｍｇ 第一三共 194.60

内用薬 6241013F3027 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして）

局 クラビット錠５００ｍｇ 第一三共 325.20

内用薬 6241018F1027 シタフロキサシン水和物 ５０ｍｇ１錠 グレースビット錠５０ｍｇ 第一三共 146.00
内用薬 6249002F1024 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 ザイボックス錠６００ｍｇ ファイザー 8,998.20
内用薬 6250002D1024 アシクロビル ４０％１ｇ 局 ゾビラックス顆粒４０％ グラクソ・スミスク

ライン
155.00

内用薬 6250002F1025 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 局 ゾビラックス錠２００ グラクソ・スミスク
ライン

55.70

内用薬 6250002F2021 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 局 ゾビラックス錠４００ グラクソ・スミスク
ライン

86.70

内用薬 6250019D1020 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バルトレックス顆粒５０％ グラクソ・スミスク
ライン

329.00

内用薬 6250019F1020 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局 バルトレックス錠５００ グラクソ・スミスク
ライン

324.20

内用薬 6250021M1027 オセルタミビルリン酸塩 ７５ｍｇ１カプセル タミフルカプセル７５ 中外製薬 255.70
内用薬 6250021R1024 オセルタミビルリン酸塩 ３％１ｇ タミフルドライシロップ３％ 中外製薬 181.30
内用薬 6250029F1024 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 バラクルード錠０．５ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ　スクイブ
711.90

内用薬 6250031F1021 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムビル錠２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 347.60
内用薬 6250102F1031 ラミブジン・アバカビル硫酸 １錠 エプジコム配合錠 ヴィーブヘルスケア 2,716.80
内用薬 6290002M1020 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル 局 ジフルカンカプセル５０ｍｇ ファイザー 336.00
内用薬 6290002M2026 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル 局 ジフルカンカプセル１００ｍｇ ファイザー 475.30
内用薬 6290004M1029 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトリゾールカプセル５０ ヤンセンファーマ 233.80
内用薬 6290004S1028 イトラコナゾール １％１ｍＬ イトリゾール内用液１％ ヤンセンファーマ 62.70
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 150.00
内用薬 7990100A1106 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 ニフレック配合内用剤 ＥＡファーマ 915.70
内用薬 8119002G5020 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 麻 オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ シオノギファーマ 130.40
内用薬 8119002G6026 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ シオノギファーマ 244.70
内用薬 8119002G7022 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ シオノギファーマ 453.30
内用薬 8119002G8029 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ シオノギファーマ 831.50
注射薬 1119402A1022 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 １％ディプリバン注 アスペンジャパン 1,043
注射薬 1119402A2029 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 １％ディプリバン注 アスペンジャパン 1,379
注射薬 1119402A3033 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 １％ディプリバン注 アスペンジャパン 1,421
注射薬 1119402G1025 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１筒 １％ディプリバン注－キット アスペンジャパン 1,089
注射薬 1119402G2021 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１筒 １％ディプリバン注－キット アスペンジャパン 1,489
注射薬 1124401A1052 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ドルミカム注射液１０ｍｇ 丸石製薬 109
注射薬 1124402A1030 ジアゼパム ５ｍｇ１管 セルシン注射液５ｍｇ 武田テバ薬品 61
注射薬 1124402A2045 ジアゼパム １０ｍｇ１管 ホリゾン注射液１０ｍｇ 丸石製薬 85
注射薬 1124402A2053 ジアゼパム １０ｍｇ１管 セルシン注射液１０ｍｇ 武田テバ薬品 85
注射薬 1129400A1038 デクスメデトミジン塩酸塩 ２００μｇ２ｍＬ１瓶 プレセデックス静注液２００μｇ「マルイシ」 丸石製薬 3,285
注射薬 1129400A1054 デクスメデトミジン塩酸塩 ２００μｇ２ｍＬ１瓶 プレセデックス静注液２００μｇ「ファイザー」 ファイザー 3,158
注射薬 1129400G1022 デクスメデトミジン塩酸塩 ２００μｇ５０ｍＬ１筒 プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリ

ンジ「ファイザー」
ファイザー 3,262

注射薬 1129400G1030 デクスメデトミジン塩酸塩 ２００μｇ５０ｍＬ１筒 プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリ
ンジ「マルイシ」

丸石製薬 2,989

注射薬 1149401A1027 ペンタゾシン １５ｍｇ１管 ソセゴン注射液１５ｍｇ 丸石製薬 61
注射薬 1149401A2023 ペンタゾシン ３０ｍｇ１管 ソセゴン注射液３０ｍｇ 丸石製薬 117
注射薬 1149402A1056 ケトプロフェン ５０ｍｇ１管 カピステン筋注５０ｍｇ キッセイ薬品工業 117
注射薬 1149403A1050 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ１管 レペタン注０．２ｍｇ 大塚製薬 125
注射薬 1149403A2057 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．３ｍｇ１管 レペタン注０．３ｍｇ 大塚製薬 192
注射薬 1190401A1023 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 局 ラジカット注３０ｍｇ 田辺三菱製薬 3,448
注射薬 1190401G1026 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ１

キット
局 ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ 田辺三菱製薬 3,448

注射薬 1229405A1028 ロクロニウム臭化物 ２５ｍｇ２．５ｍＬ１瓶 エスラックス静注２５ｍｇ／２．５ｍＬ ＭＳＤ 425
注射薬 1229405A2024 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ ＭＳＤ 673
注射薬 2119402A1299 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管 局 イノバン注１００ｍｇ 協和キリン 223
注射薬 2119402A3054 ドパミン塩酸塩 ５０ｍｇ２．５ｍＬ１管 局 イノバン注５０ｍｇ 協和キリン 303
注射薬 2119402P3030 ドパミン塩酸塩 ０．１％５０ｍＬ１筒 イノバン注０．１％シリンジ 協和キリン 649
注射薬 2119402P4037 ドパミン塩酸塩 ０．３％５０ｍＬ１筒 イノバン注０．３％シリンジ 協和キリン 944
注射薬 2119402P5025 ドパミン塩酸塩 ０．６％５０ｍＬ１筒 イノバン注０．６％シリンジ 協和キリン 1,720
注射薬 2119404A1026 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブトレックス注射液１００ｍｇ 共和薬品工業 544
注射薬 2119404G3056 ドブタミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 ドブトレックスキット点滴静注用２００ｍｇ 共和薬品工業 2,108
注射薬 2119404G4052 ドブタミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 ドブトレックスキット点滴静注用６００ｍｇ 共和薬品工業 4,222
注射薬 2119408A1024 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ミルリーラ注射液１０ｍｇ アステラス製薬 3,357
注射薬 2129402A1040 ベラパミル塩酸塩 ０．２５％２ｍＬ１管 局 ワソラン静注５ｍｇ エーザイ 243
注射薬 2129410A1028 アミオダロン塩酸塩 １５０ｍｇ３ｍＬ１管 アンカロン注１５０ サノフィ 2,395
注射薬 2133400D1082 カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１管 ソルダクトン静注用１００ｍｇ ファイザー 288
注射薬 2133400D2097 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１管 ソルダクトン静注用２００ｍｇ ファイザー 448
注射薬 2139401A1033 フロセミド １００ｍｇ１管 局 ラシックス注１００ｍｇ サノフィ 136
注射薬 2149400A1027 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液２ｍｇ ＬＴＬファーマ 156
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注射薬 2149400A2023 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液１０ｍｇ ＬＴＬファーマ 255
注射薬 2149400A3020 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液２５ｍｇ ＬＴＬファーマ 643
注射薬 2171403A1030 ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 ミリスロール注１ｍｇ／２ｍＬ 日本化薬 123
注射薬 2171403A2052 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ 日本化薬 422
注射薬 2171403A3040 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ミリスロール注２５ｍｇ／５０ｍＬ 日本化薬 1,493
注射薬 2171403A4055 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 ミリスロール注５０ｍｇ／１００ｍＬ 日本化薬 2,677
注射薬 2171403A7046 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 ミリスロール注５０ｍｇ／１００ｍＬ 日本化薬 2,677
注射薬 2171404A1026 硝酸イソソルビド ０．０５％１０ｍＬ１管 ニトロール注５ｍｇ エーザイ 198
注射薬 2171404A8039 硝酸イソソルビド ０．０５％１００ｍＬ１

袋
ニトロール点滴静注５０ｍｇバッグ エーザイ 1,482

注射薬 2171404A9035 硝酸イソソルビド ０．０５％２００ｍＬ１
袋

ニトロール点滴静注１００ｍｇバッグ エーザイ 2,507

注射薬 2171404G1029 硝酸イソソルビド ５ｍｇ１０ｍＬ１筒 ニトロール注５ｍｇシリンジ エーザイ 280
注射薬 2171404G2025 硝酸イソソルビド ２５ｍｇ５０ｍＬ１筒 ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ エーザイ 836
注射薬 2171405D3020 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用２５０ 田辺三菱製薬 2,507
注射薬 2171405D4050 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用１０ 田辺三菱製薬 268
注射薬 2171405D5057 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用５０ 田辺三菱製薬 775
注射薬 2171406D1021 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 シグマート注２ｍｇ 中外製薬 230
注射薬 2171406D2028 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 シグマート注１２ｍｇ 中外製薬 899
注射薬 2171406D3024 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 シグマート注４８ｍｇ 中外製薬 2,934
注射薬 2190402D2092 アルプロスタジル　アルファ

デクス
５００μｇ１瓶 プロスタンディン点滴静注用５００μｇ 丸石製薬 10,579

注射薬 2190402D3064 アルプロスタジル　アルファ
デクス

２０μｇ１瓶 プロスタンディン注射用２０μｇ 丸石製薬 787

注射薬 2190406A1055 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 パルクス注５μｇ 大正製薬 2,121
注射薬 2190406A1063 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 リプル注５μｇ 田辺三菱製薬 2,051
注射薬 2190406A2051 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 パルクス注１０μｇ 大正製薬 2,472
注射薬 2190406A2060 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 リプル注１０μｇ 田辺三菱製薬 2,465
注射薬 2190406G2038 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 パルクス注ディスポ１０μｇ 大正製薬 2,618
注射薬 2190406G2046 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 リプルキット注１０μｇ 田辺三菱製薬 2,630
注射薬 2190408A2026 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２ｍＬ１管 スロンノンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 第一三共 1,733
注射薬 2190408A2034 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２ｍＬ１管 ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 田辺三菱製薬 1,757
注射薬 2190413F1028 エポプロステノールナトリウ

ム
０．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

静注用フローラン０．５ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

12,983

注射薬 2190413F2024 エポプロステノールナトリウ
ム

０．５ｍｇ１瓶 静注用フローラン０．５ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

8,872

注射薬 2190413F3020 エポプロステノールナトリウ
ム

１．５ｍｇ１瓶 静注用フローラン１．５ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

17,536

注射薬 2190413F4027 エポプロステノールナトリウ
ム

１．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

静注用フローラン１．５ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

20,410

注射薬 2190414A1033 ファスジル塩酸塩水和物 ３０．８ｍｇ２ｍＬ１管 エリル点滴静注液３０ｍｇ 旭化成ファーマ 2,273
注射薬 2190415A1020 エポプロステノールナトリウ

ム専用溶解液
５０ｍＬ１瓶 静注用フローラン専用溶解液 グラクソ・スミスク

ライン
1,364

注射薬 2190501A4084 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセオール注 太陽ファルマ 219
注射薬 2190501A5064 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 グリセオール注 太陽ファルマ 579
注射薬 2190501A6087 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 グリセオール注 太陽ファルマ 337
注射薬 2219403A1027 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 アネキセート注射液０．５ｍｇ アスペンジャパン 2,335
注射薬 2234400A1062 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％２ｍＬ１管 ビソルボン注４ｍｇ サノフィ 58
注射薬 2325400A1077 シメチジン １０％２ｍＬ１管 タガメット注射液２００ｍｇ 大日本住友製薬 114
注射薬 2325401A1020 ファモチジン １０ｍｇ１ｍＬ１管 局 ガスター注射液１０ｍｇ ＬＴＬファーマ 125
注射薬 2325401A2027 ファモチジン ２０ｍｇ２ｍＬ１管 局 ガスター注射液２０ｍｇ ＬＴＬファーマ 183
注射薬 2325402A1033 ラニチジン塩酸塩 ２．５％２ｍＬ１管 ザンタック注射液５０ｍｇ グラクソ・スミスク

ライン
89

注射薬 2325402A2030 ラニチジン塩酸塩 ２．５％４ｍＬ１管 ザンタック注射液１００ｍｇ グラクソ・スミスク
ライン

150

注射薬 2329403D1025 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラール注用２０ アストラゼネカ 389
注射薬 2391400A3024 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 カイトリル注１ｍｇ 太陽ファルマ 991
注射薬 2391400A4020 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 カイトリル注３ｍｇ 太陽ファルマ 2,318
注射薬 2391400G1130 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ 太陽ファルマ 2,254
注射薬 2391400G4023 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／５０ｍＬ 太陽ファルマ 2,254
注射薬 2391403A1025 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ナゼア注射液０．３ｍｇ ＬＴＬファーマ 3,124
注射薬 2399402F1026 インフリキシマブ（遺伝子組

換え）
１００ｍｇ１瓶 レミケード点滴静注用１００ 田辺三菱製薬 70,597

注射薬 2412402D9038 ソマトロピン（遺伝子組換
え）

５．３３ｍｇ１筒（溶解
液付）

ジェノトロピンＴＣ注用５．３ｍｇ ファイザー 22,115

注射薬 2412402L4057 ソマトロピン（遺伝子組換
え）

１２ｍｇ１筒（溶解液
付）

ジェノトロピンＴＣ注用１２ｍｇ ファイザー 50,361

注射薬 2412402P4024 ソマトロピン（遺伝子組換 ５．３３ｍｇ１キット ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ ファイザー 28,723
注射薬 2412402P5020 ソマトロピン（遺伝子組換 １２ｍｇ１キット ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ ファイザー 71,494
注射薬 2439400G1020 テリパラチド（遺伝子組換 ６００μｇ１キット フォルテオ皮下注キット６００μｇ 日本イーライリリー 34,590
注射薬 2452402A2040 ヒドロコルチゾンリン酸エス

テルナトリウム
１００ｍｇ２ｍＬ１瓶 水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ 日医工 365

注射薬 2452402A5090 ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルナトリウム

５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 水溶性ハイドロコートン注射液５００ｍｇ 日医工 1,624

注射薬 2492414A1026 インスリンリスプロ（遺伝子
組換え）

３００単位１筒 ヒューマログ注カート 日本イーライリリー 1,129

注射薬 2492414A2030 インスリンリスプロ（遺伝子
組換え）

１００単位１ｍＬバイア
ル

ヒューマログ注１００単位／ｍＬ 日本イーライリリー 265

注射薬 2492414G5024 インスリンリスプロ（遺伝子
組換え）

３００単位１キット ヒューマログ注ミリオペン 日本イーライリリー 1,342

注射薬 2492414G9020 インスリンリスプロ（遺伝子
組換え）

３００単位１キット ヒューマログ注ミリオペンＨＤ 日本イーライリリー 1,342

注射薬 2492416A1033 インスリングラルギン（遺伝
子組換え）

３００単位１筒 局 ランタス注カート サノフィ 1,280

注射薬 2492416A3036 インスリングラルギン（遺伝
子組換え）

１００単位１ｍＬバイア
ル

局 ランタス注１００単位／ｍＬ サノフィ 333

注射薬 2492416G2024 インスリングラルギン（遺伝
子組換え）

３００単位１キット 局 ランタス注ソロスター サノフィ 1,685

注射薬 2499401A2050 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ 丸石製薬 582
注射薬 2499401A3065 ジノプロスト ２ｍｇ２ｍＬ１管 プロスタルモン・Ｆ注射液２０００ 丸石製薬 1,194
注射薬 2499403A1037 オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管 サンドスタチン皮下注用５０μｇ ノバルティス

ファーマ
1,218

注射薬 2499403A2033 オクトレオチド酢酸塩 １００μｇ１ｍＬ１管 サンドスタチン皮下注用１００μｇ ノバルティス
ファーマ

2,186
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注射薬 2499407D1031 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１瓶（懸濁
用液付）

リュープリン注射用３．７５ｍｇ 武田薬品工業 34,218

注射薬 2499407D2038 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１瓶（懸濁
用液付）

リュープリン注射用１．８８ｍｇ 武田薬品工業 22,388

注射薬 2499407G1054 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ 武田薬品工業 22,842
注射薬 2499407G2050 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ 武田薬品工業 30,348
注射薬 2590402A1156 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 局 ウテメリン注５０ｍｇ キッセイ薬品工業 705
注射薬 3112401A1026 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管 オキサロール注２．５μｇ 中外製薬 795
注射薬 3112401A2022 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 オキサロール注５μｇ 中外製薬 1,041
注射薬 3112401A3029 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 オキサロール注１０μｇ 中外製薬 1,597
注射薬 3112402A1020 カルシトリオール ０．５μｇ１ｍＬ１管 ロカルトロール注０．５ 協和キリン 785
注射薬 3112402A2027 カルシトリオール １μｇ１ｍＬ１管 ロカルトロール注１ 協和キリン 1,176
注射薬 3136403A1140 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メチコバール注射液５００μｇ エーザイ 107
注射薬 3229501A1027 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和

物配合剤
２ｍＬ１管 エレメンミック注 エイワイファーマ 168

注射薬 3229501A1035 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１管 ミネラリン注 日本製薬 168

注射薬 3239512X1059 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 ハイカリックＮＣ－Ｌ輸液 テルモ 351
注射薬 3239513X1053 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 ハイカリックＮＣ－Ｎ輸液 テルモ 388
注射薬 3239514X1058 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 ハイカリックＮＣ－Ｈ輸液 テルモ 408
注射薬 3253404A3055 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 アミノレバン点滴静注 大塚製薬工場 345
注射薬 3253404A4051 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 アミノレバン点滴静注 大塚製薬工場 656
注射薬 3319560A2038 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 フィジオ３５輸液 大塚製薬工場 171
注射薬 3319562A1065 酢酸維持液（ブドウ糖加） ２００ｍＬ１袋 ヴィーン３Ｇ輸液 扶桑薬品工業 133
注射薬 3319562A3041 酢酸維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 ヴィーン３Ｇ輸液 扶桑薬品工業 162
注射薬 3334403A2160 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリ

ン国際単位１瓶
フラグミン静注５０００単位／５ｍＬ ファイザー 864

注射薬 3399405A1027 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

７５μｇ０．３ｍＬ１管 局 グラン注射液７５ 協和キリン 7,546

注射薬 3399405A2023 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

１５０μｇ０．６ｍＬ１
管

局 グラン注射液１５０ 協和キリン 13,909

注射薬 3399405A4026 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

３００μｇ０．７ｍＬ１
管

局 グラン注射液Ｍ３００ 協和キリン 16,104

注射薬 3399405G1020 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

７５μｇ０．３ｍＬ１筒 局 グランシリンジ７５ 協和キリン 6,370

注射薬 3399405G2026 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

１５０μｇ０．６ｍＬ１
筒

局 グランシリンジ１５０ 協和キリン 12,230

注射薬 3399405G3022 フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

３００μｇ０．７ｍＬ１
筒

局 グランシリンジＭ３００ 協和キリン 14,217

注射薬 3420409A2051 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 518
注射薬 3420409A3066 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 504
注射薬 3420409A4062 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 694
注射薬 3420409A5050 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ

付）
ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 1,154

注射薬 3420409A6090 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 1,084

注射薬 3420409A8076 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 1,665
注射薬 3420409A9072 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 1,477

注射薬 3420409H1061 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 1,036
注射薬 3420410A2054 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 バクスター 468
注射薬 3420410A3069 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 バクスター 433
注射薬 3420410A4065 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 バクスター 710
注射薬 3420410A5053 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ

付）
ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 バクスター 849

注射薬 3420410A6092 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 バクスター 1,079

注射薬 3420410A7099 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 バクスター 1,300

注射薬 3420410A8079 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 バクスター 1,600
注射薬 3420410A9075 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 バクスター 1,466

注射薬 3420410H1064 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 バクスター 1,033
注射薬 3420411A4051 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ダイアニールＰＤ－２　４．２５腹膜透析液 バクスター 973
注射薬 3420411A6089 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ダイアニールＰＤ－２　４．２５腹膜透析液 バクスター 1,529

注射薬 3420411A7085 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ダイアニールＰＤ－２　４．２５腹膜透析液 バクスター 1,694

注射薬 3420419A2047 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 バクスター 502
注射薬 3420419A3043 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 バクスター 662
注射薬 3420419A4040 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 バクスター 785
注射薬 3420419A6050 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ

付）
ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 バクスター 1,266

注射薬 3420419A8070 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 バクスター 1,372

注射薬 3420419H1065 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 バクスター 1,942
注射薬 3420420A2040 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 バクスター 552
注射薬 3420420A3046 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 バクスター 684
注射薬 3420420A4042 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 バクスター 774
注射薬 3420420A6053 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ

付）
ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 バクスター 1,336

注射薬 3420420A7076 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 バクスター 1,320

注射薬 3420420H1068 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 バクスター 1,937
注射薬 3420421A4039 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ダイアニールＰＤ－４　４．２５腹膜透析液 バクスター 1,111
注射薬 3420421A6040 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ

付）
ダイアニールＰＤ－４　４．２５腹膜透析液 バクスター 1,443

注射薬 3420421A8069 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ダイアニールＰＤ－４　４．２５腹膜透析液 バクスター 1,630

注射薬 3420432A1038 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 エクストラニール腹膜透析液 バクスター 708
注射薬 3420432A2034 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
エクストラニール腹膜透析液 バクスター 1,563

注射薬 3420432A3030 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 エクストラニール腹膜透析液 バクスター 974
注射薬 3420432A4037 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ

付）
エクストラニール腹膜透析液 バクスター 1,731
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注射薬 3929407D1160 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ファイザー 1,229
注射薬 3929407D2108 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ファイザー 4,108
注射薬 3959409D1029 アガルシダーゼベータ（遺伝

子組換え）
５ｍｇ１瓶 ファブラザイム点滴静注用５ｍｇ サノフィ 113,494

注射薬 3959409D2025 アガルシダーゼベータ（遺伝
子組換え）

３５ｍｇ１瓶 ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ サノフィ 642,385

注射薬 3999401A1200 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エルシトニン注４０単位 旭化成ファーマ 522

注射薬 3999401A2028 エルカトニン １０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エルシトニン注１０単位 旭化成ファーマ 147

注射薬 3999401A3024 エルカトニン ２０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エルシトニン注２０Ｓ 旭化成ファーマ 222

注射薬 3999401G2020 エルカトニン ２０エルカトニン単位１
ｍＬ１筒

エルシトニン注２０Ｓディスポ 旭化成ファーマ 832

注射薬 3999403D1221 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用エフオーワイ１００ 丸石製薬 263
注射薬 3999403D2023 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶 注射用エフオーワイ５００ 丸石製薬 1,113
注射薬 3999407D1181 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用フサン１０ 日医工 422
注射薬 3999407D2021 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用フサン５０ 日医工 909
注射薬 3999408A1171 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 局 アルツ関節注２５ｍｇ 生化学工業 665
注射薬 3999408G1247 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 局 アルツディスポ関節注２５ｍｇ 生化学工業 930
注射薬 3999408G1255 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 局 スベニールディスポ関節注２５ｍｇ 中外製薬 865
注射薬 3999411D1056 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用カタクロット２０ｍｇ 丸石製薬 609
注射薬 3999411D1064 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 キサンボン注射用２０ｍｇ キッセイ薬品工業 536
注射薬 3999411D2028 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 注射用カタクロット４０ｍｇ 丸石製薬 1,051
注射薬 3999411D2036 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 キサンボン注射用４０ｍｇ キッセイ薬品工業 952
注射薬 3999411H2020 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２．５ｍＬ１管 局 カタクロット注射液２０ｍｇ 丸石製薬 609
注射薬 3999411H2038 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２．５ｍＬ１管 局 キサンボンＳ注射液２０ｍｇ キッセイ薬品工業 536
注射薬 3999411H3026 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ５ｍＬ１管 局 カタクロット注射液４０ｍｇ 丸石製薬 1,051
注射薬 3999411H3034 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ５ｍＬ１管 局 キサンボンＳ注射液４０ｍｇ キッセイ薬品工業 952
注射薬 3999412A7028 エポエチンアルファ（遺伝子

組換え）
７５０国際単位０．５ｍ
Ｌ１管

エスポー注射液７５０ 協和キリン 573

注射薬 3999419G1024 アレンドロン酸ナトリウム水
和物

９００μｇ１００ｍＬ１
袋

ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ 帝人ファーマ 3,852

注射薬 3999422D1020 シベレスタットナトリウム水
和物

１００ｍｇ１瓶 局 注射用エラスポール１００ 丸石製薬 3,809

注射薬 3999423A1044 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾメタ点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ ノバルティス
ファーマ

21,256

注射薬 3999423A2024 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１瓶 ゾメタ点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬ ノバルティス
ファーマ

21,797

注射薬 3999424D1029 エタネルセプト（遺伝子組換
え）

２５ｍｇ１瓶 エンブレル皮下注用２５ｍｇ ファイザー 13,658

注射薬 3999424D2025 エタネルセプト（遺伝子組換
え）

１０ｍｇ１瓶 エンブレル皮下注用１０ｍｇ ファイザー 5,608

注射薬 3999424G1025 エタネルセプト（遺伝子組換
え）

２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒 エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ ファイザー 12,189

注射薬 3999424G2021 エタネルセプト（遺伝子組換
え）

５０ｍｇ１ｍＬ１筒 エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ ファイザー 24,406

注射薬 3999424G3028 エタネルセプト（遺伝子組換
え）

５０ｍｇ１ｍＬ１キット エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ ファイザー 23,640

注射薬 3999424G4024 エタネルセプト（遺伝子組換
え）

２５ｍｇ０．５ｍＬ１
キット

エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ ファイザー 12,026

注射薬 3999425S5028 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１０μｇ０．５ｍＬ１筒 ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ 協和キリン 1,675

注射薬 3999425S6024 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１５μｇ０．５ｍＬ１筒 ネスプ注射液１５μｇプラシリンジ 協和キリン 2,471

注射薬 3999425S7020 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

２０μｇ０．５ｍＬ１筒 ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ 協和キリン 3,083

注射薬 3999425S8027 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

３０μｇ０．５ｍＬ１筒 ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ 協和キリン 4,680

注射薬 3999425S9023 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

４０μｇ０．５ｍＬ１筒 ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ 協和キリン 5,549

注射薬 3999425U1023 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

６０μｇ０．５ｍＬ１筒 ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ 協和キリン 8,096

注射薬 3999425U2020 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１２０μｇ０．５ｍＬ１
筒

ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ 協和キリン 14,056

注射薬 3999425U3026 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１８０μｇ０．５ｍＬ１
筒

ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ 協和キリン 19,492

注射薬 3999425U4022 ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

５μｇ０．５ｍＬ１筒 ネスプ注射液５μｇプラシリンジ 協和キリン 913

注射薬 3999426G3027 アダリムマブ（遺伝子組換 ４０ｍｇ０．４ｍＬ１筒 ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ アッヴィ 61,371
注射薬 3999426G4023 アダリムマブ（遺伝子組換 ８０ｍｇ０．８ｍＬ１筒 ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ アッヴィ 122,397
注射薬 3999426G5020 アダリムマブ（遺伝子組換

え）
４０ｍｇ０．４ｍＬ１
キット

ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ アッヴィ 60,645

注射薬 3999426G6026 アダリムマブ（遺伝子組換
え）

８０ｍｇ０．８ｍＬ１
キット

ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ アッヴィ 117,390

注射薬 3999426G7022 アダリムマブ（遺伝子組換 ２０ｍｇ０．２ｍＬ１筒 ヒュミラ皮下注２０ｍｇシリンジ０．２ｍＬ アッヴィ 31,068
注射薬 4223401A3022 フルオロウラシル １，０００ｍｇ１瓶 ５－ＦＵ注１０００ｍｇ 協和キリン 1,008
注射薬 4223401A4029 フルオロウラシル ２５０ｍｇ１瓶 ５－ＦＵ注２５０ｍｇ 協和キリン 276
注射薬 4224401A6037 シタラビン ４００ｍｇ１管 キロサイドＮ注４００ｍｇ 日本新薬 3,575
注射薬 4224401A7025 シタラビン １ｇ１瓶 キロサイドＮ注１ｇ 日本新薬 7,376
注射薬 4224403D1030 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ジェムザール注射用２００ｍｇ 日本イーライリリー 1,574
注射薬 4224403D2037 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ジェムザール注射用１ｇ 日本イーライリリー 7,179
注射薬 4235402D1030 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 局 アドリアシン注用１０ アスペンジャパン 1,483
注射薬 4235402D2036 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 局 アドリアシン注用５０ アスペンジャパン 6,388
注射薬 4235404A1032 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ファルモルビシンＲＴＵ注射液１０ｍｇ ファイザー 3,472
注射薬 4235404A2039 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 ファルモルビシンＲＴＵ注射液５０ｍｇ ファイザー 14,549
注射薬 4235404D1047 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ ファイザー 3,472
注射薬 4235404D2043 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ファルモルビシン注射用５０ｍｇ ファイザー 14,549
注射薬 4240403A2042 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ 日本化薬 3,840
注射薬 4240403A2050 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ベプシド注１００ｍｇ クリニジェン 3,300
注射薬 4240404A1040 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 カンプト点滴静注４０ｍｇ ヤクルト本社 2,427
注射薬 4240404A1091 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 トポテシン点滴静注４０ｍｇ 第一三共 2,630
注射薬 4240404A2047 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 カンプト点滴静注１００ｍｇ ヤクルト本社 5,469
注射薬 4240404A2098 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 トポテシン点滴静注１００ｍｇ 第一三共 5,966
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注射薬 4240405A1037 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶
（溶解液付）

局 タキソテール点滴静注用２０ｍｇ サノフィ 9,836

注射薬 4240405A2033 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶
解液付）

局 タキソテール点滴静注用８０ｍｇ サノフィ 34,119

注射薬 4240405A3021 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 局 ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ サノフィ 9,836
注射薬 4240405A4028 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 局 ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ サノフィ 34,119
注射薬 4240406A1031 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 タキソール注射液３０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ　スクイブ
3,621

注射薬 4240406A2038 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ
１瓶

タキソール注射液１００ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ　スクイブ

10,933

注射薬 4240407A1028 ビノレルビン酒石酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ナベルビン注１０ 協和キリン 3,886
注射薬 4240407A2024 ビノレルビン酒石酸塩 ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ナベルビン注４０ 協和キリン 13,794
注射薬 4291401A1097 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ 日本化薬 1,685
注射薬 4291401A2093 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ランダ注２５ｍｇ／５０ｍＬ 日本化薬 4,971
注射薬 4291401A3090 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ 日本化薬 7,104
注射薬 4291403A1088 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 パラプラチン注射液５０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ　スクイブ
2,475

注射薬 4291403A2084 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 局 パラプラチン注射液１５０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ　スクイブ

6,683

注射薬 4291403A3080 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 局 パラプラチン注射液４５０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ　スクイブ

16,733

注射薬 4291406D3021 トラスツズマブ（遺伝子組換
え）

６０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ハーセプチン注射用６０ 中外製薬 16,736

注射薬 4291406D4028 トラスツズマブ（遺伝子組換
え）

１５０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ハーセプチン注射用１５０ 中外製薬 38,639

注射薬 4291407A1035 リツキシマブ（遺伝子組換 １００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 リツキサン点滴静注１００ｍｇ 全薬工業 27,215
注射薬 4291407A2031 リツキシマブ（遺伝子組換 ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 リツキサン点滴静注５００ｍｇ 全薬工業 132,999
注射薬 4291410A1029 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 エルプラット点滴静注液５０ｍｇ ヤクルト本社 18,655
注射薬 4291410A2025 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 エルプラット点滴静注液１００ｍｇ ヤクルト本社 33,890
注射薬 4291410A3021 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 エルプラット点滴静注液２００ｍｇ ヤクルト本社 61,126
注射薬 4291413A1022 ベバシズマブ（遺伝子組換 １００ｍｇ４ｍＬ１瓶 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ 中外製薬 34,289
注射薬 4291413A2029 ベバシズマブ（遺伝子組換 ４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶 アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ 中外製薬 129,924
注射薬 4300431A1021 塩酸Ｎ－イソプロピル－４－

ヨードアンフェタミン（１２
３Ｉ）

１０ＭＢｑ パーヒューザミン注 日本メジフィジック
ス

2,596

注射薬 6113400A1120 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 ※ 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ（シオノ
ギ）

塩野義製薬 1,427

注射薬 6119401D1035 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 注射用タゴシッド２００ｍｇ サノフィ 4,602
注射薬 6131403D1047 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ペントシリン注射用１ｇ 富士フイルム富山化

学
371

注射薬 6131403D2043 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ペントシリン注射用２ｇ 富士フイルム富山化
学

630

注射薬 6132400F1033 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 パンスポリン静注用０．２５ｇ 武田テバ薬品 337
注射薬 6132400F2030 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 パンスポリン静注用０．５ｇ 武田テバ薬品 453
注射薬 6132400F3036 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 パンスポリン静注用１ｇ 武田テバ薬品 603
注射薬 6132400G3023 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
局 パンスポリン静注用１ｇバッグＳ 武田テバ薬品 961

注射薬 6132400G4020 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（５％ブド
ウ糖注射液１００ｍＬ
付）

局 パンスポリン静注用１ｇバッグＧ 武田テバ薬品 1,094

注射薬 6132401D1045 セファゾリンナトリウム水和 ２５０ｍｇ１瓶 セファメジンα注射用０．２５ｇ ＬＴＬファーマ 181
注射薬 6132401D2084 セファゾリンナトリウム水和 ５００ｍｇ１瓶 セファメジンα注射用０．５ｇ ＬＴＬファーマ 188
注射薬 6132401D3145 セファゾリンナトリウム水和 １ｇ１瓶 セファメジンα注射用１ｇ ＬＴＬファーマ 205
注射薬 6132401D4141 セファゾリンナトリウム水和 ２ｇ１瓶 セファメジンα注射用２ｇ ＬＴＬファーマ 458
注射薬 6132401E1040 セファゾリンナトリウム水和

物
２５０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

セファメジンα筋注用０．２５ｇ ＬＴＬファーマ 356

注射薬 6132401E2063 セファゾリンナトリウム水和
物

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

セファメジンα筋注用０．５ｇ ＬＴＬファーマ 567

注射薬 6132401G1041 セファゾリンナトリウム水和
物

２ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

セファメジンα点滴用キット２ｇ ＬＴＬファーマ 888

注射薬 6132401G3052 セファゾリンナトリウム水和
物

１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

セファメジンα点滴用キット１ｇ ＬＴＬファーマ 569

注射薬 6132408E1034 セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

局 セフメタゾン筋注用０．５ｇ アルフレッサファー
マ

457

注射薬 6132408F1021 セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用０．２５ｇ アルフレッサファー
マ

194

注射薬 6132408F2028 セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用０．５ｇ アルフレッサファー
マ

276

注射薬 6132408F4055 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用２ｇ アルフレッサファー
マ

843

注射薬 6132418F1041 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 モダシン静注用０．５ｇ グラクソ・スミスク
ライン

623

注射薬 6132418F2064 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 モダシン静注用１ｇ グラクソ・スミスク
ライン

794

注射薬 6132419F1020 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 ロセフィン静注用０．５ｇ 太陽ファルマ 356

注射薬 6132419F2026 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 ロセフィン静注用１ｇ 太陽ファルマ 500

注射薬 6132419G1025 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ 太陽ファルマ 1,007

注射薬 6132425D1024 セフェピム塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 注射用マキシピーム０．５ｇ ブリストル・マイ
ヤーズ　スクイブ

470

注射薬 6132425D2020 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶 局 注射用マキシピーム１ｇ ブリストル・マイ
ヤーズ　スクイブ

511

注射薬 6139400D1033 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペン点滴用バイアル０．２５ｇ 大日本住友製薬 659
注射薬 6139400D2030 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペン点滴用バイアル０．５ｇ 大日本住友製薬 775
注射薬 6139400G1030 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット（生

理食塩液１００ｍＬ付）
局 メロペン点滴用キット０．５ｇ 大日本住友製薬 1,174

注射薬 6139500F1024 セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 局 スルペラゾン静注用０．５ｇ ファイザー 503

注射薬 6139500F2020 セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

（１ｇ）１瓶 局 スルペラゾン静注用１ｇ ファイザー 562

注射薬 6139500G1070 セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

（１ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

局 スルペラゾンキット静注用１ｇ ファイザー 1,046

注射薬 6139501D2105 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエナム点滴静注用０．５ｇ ＭＳＤ 1,162
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注射薬 6139501G1067 イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

局 チエナム点滴静注用キット０．５ｇ ＭＳＤ 1,409

注射薬 6139504F1022 アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 局 ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ ファイザー 407

注射薬 6139504F2029 アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 局 ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ ファイザー 547

注射薬 6139504F3025 アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（３ｇ）１瓶 局 ユナシン－Ｓ静注用３ｇ ファイザー 682

注射薬 6139504G1028 アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（１．５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍＬ
付）

局 ユナシン－Ｓキット静注用１．５ｇ ファイザー 1,004

注射薬 6139504G2024 アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（３ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

局 ユナシン－Ｓキット静注用３ｇ ファイザー 1,277

注射薬 6139505F3020 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 ゾシン静注用２．２５ 大鵬薬品工業 1,155

注射薬 6139505F4026 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 局 ゾシン静注用４．５ 大鵬薬品工業 1,609

注射薬 6139505G1022 タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍＬ
付）

ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５ 大鵬薬品工業 2,312

注射薬 6152401F1138 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ ファイザー 296
注射薬 6179400D1020 ミカファンギンナトリウム ５０ｍｇ１瓶 ファンガード点滴用５０ｍｇ アステラス製薬 4,345
注射薬 6179400D2027 ミカファンギンナトリウム ７５ｍｇ１瓶 ファンガード点滴用７５ｍｇ アステラス製薬 6,131
注射薬 6179400D3023 ミカファンギンナトリウム ２５ｍｇ１瓶 ファンガード点滴用２５ｍｇ アステラス製薬 3,074
注射薬 6241400A4021 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１

袋
シプロキサン注２００ｍｇ バイエル薬品 1,819

注射薬 6241400A6024 シプロフロキサシン ４００ｍｇ２００ｍＬ１
袋

シプロキサン注４００ｍｇ バイエル薬品 2,110

注射薬 6241402A1021 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 局 クラビット点滴静注５００ｍｇ／２０ｍＬ 第一三共 3,810
注射薬 6241402G1024 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１００ｍＬ１

キット
局 クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍ

Ｌ
第一三共 3,852

注射薬 6249401A1025 リネゾリド ６００ｍｇ３００ｍＬ１
袋

ザイボックス注射液６００ｍｇ ファイザー 12,497

注射薬 6250401F1155 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 局 ゾビラックス点滴静注用２５０ グラクソ・スミスク
ライン

1,182

注射薬 6290401A1099 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 局 ジフルカン静注液５０ｍｇ ファイザー 1,880
注射薬 6290401A2168 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 局 ジフルカン静注液１００ｍｇ ファイザー 2,410
注射薬 6290401A3164 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 局 ジフルカン静注液２００ｍｇ ファイザー 3,969
注射薬 7219412A2068 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１

瓶
局 イオパミロン注３００ バイエル薬品 2,298

注射薬 7219412A3072 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１瓶

局 イオパミロン注３００ バイエル薬品 4,376

注射薬 7219412A5067 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
瓶

局 イオパミロン注３７０ バイエル薬品 2,195

注射薬 7219412A6071 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１瓶

局 イオパミロン注３７０ バイエル薬品 4,005

注射薬 7219412A7043 イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ１
瓶

局 イオパミロン注１５０ バイエル薬品 1,438

注射薬 7219412A8040 イオパミドール ３０．６２％２００ｍＬ
１瓶

局 イオパミロン注１５０ バイエル薬品 4,426

注射薬 7219412A9054 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１
瓶

局 イオパミロン注３００ バイエル薬品 1,136

注射薬 7219412G1030 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１筒

局 イオパミロン注３００シリンジ バイエル薬品 4,347

注射薬 7219412G2052 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
筒

局 イオパミロン注３００シリンジ バイエル薬品 2,536

注射薬 7219412G6031 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１
筒

局 イオパミロン注３００シリンジ バイエル薬品 3,376

注射薬 7219412G7038 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１筒

局 イオパミロン注３７０シリンジ バイエル薬品 4,893

注射薬 7219412G9030 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１
筒

局 イオパミロン注３７０シリンジ バイエル薬品 3,757

注射薬 7219412H1051 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１
瓶

局 イオパミロン注３７０ バイエル薬品 1,222

注射薬 7219412P1030 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
筒

局 イオパミロン注３７０シリンジ バイエル薬品 2,731

注射薬 7219412P3024 イオパミドール ７５．５２％６５ｍＬ１
筒

局 イオパミロン注３７０シリンジ バイエル薬品 3,430

注射薬 7219415A1030 イオヘキソール ３０．２０％５０ｍＬ１
瓶

局 オムニパーク１４０注５０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

1,375

注射薬 7219415A2037 イオヘキソール ３０．２０％２２０ｍＬ
１瓶

局 オムニパーク１４０注２２０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

4,724

注射薬 7219415A3033 イオヘキソール ３８．８２％１０ｍＬ１
瓶

局 オムニパーク１８０注１０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

439

注射薬 7219415A4030 イオヘキソール ５１．７７％１０ｍＬ１
瓶

局 オムニパーク２４０注１０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

521

注射薬 7219415A5036 イオヘキソール ５１．７７％２０ｍＬ１
瓶

局 オムニパーク２４０注２０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

956

注射薬 7219415A6032 イオヘキソール ５１．７７％５０ｍＬ１
瓶

局 オムニパーク２４０注５０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

2,076

注射薬 7219415A7039 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ
１瓶

局 オムニパーク２４０注１００ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

4,431

注射薬 7219415A9066 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１
瓶

局 オムニパーク３００注２０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

1,087

注射薬 7219415G5063 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１筒

局 オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

4,567

注射薬 7219415G7031 イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ
１筒

局 オムニパーク３００注シリンジ１２５ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

4,982

注射薬 7219415G8038 イオヘキソール ７５．４９％７０ｍＬ１
筒

局 オムニパーク３５０注シリンジ７０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

3,258

注射薬 7219415H2078 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１瓶

局 オムニパーク３００注１００ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

4,335

注射薬 7219415H6030 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１瓶

局 オムニパーク３００注１５０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

5,058

注射薬 7219415H8025 イオヘキソール ７５．４９％４５ｍＬ１
筒

局 オムニパーク３５０注シリンジ４５ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

2,200

注射薬 7219418A6036 イオプロミド ６２．３４％２０ｍＬ１
瓶

プロスコープ３００注２０ｍＬ アルフレッサファー
マ

1,168



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

注射薬 7219418A7032 イオプロミド ６２．３４％５０ｍＬ１
瓶

プロスコープ３００注５０ｍＬ アルフレッサファー
マ

2,926

注射薬 7219418A8039 イオプロミド ６２．３４％１００ｍＬ
１瓶

プロスコープ３００注１００ｍＬ アルフレッサファー
マ

5,714

注射薬 7219418A9035 イオプロミド ７６．８９％２０ｍＬ１
瓶

プロスコープ３７０注２０ｍＬ アルフレッサファー
マ

1,320

注射薬 7219418G1037 イオプロミド ６２．３４％１００ｍＬ
１筒

プロスコープ３００注シリンジ１００ｍＬ アルフレッサファー
マ

5,679

注射薬 7219418G2025 イオプロミド ６２．３４％５０ｍＬ１
筒

プロスコープ３００注シリンジ５０ｍＬ アルフレッサファー
マ

2,179

注射薬 7219418G3021 イオプロミド ６２．３４％８０ｍＬ１
筒

プロスコープ３００注シリンジ８０ｍＬ アルフレッサファー
マ

5,100

注射薬 7219418G5032 イオプロミド ７６．８９％８０ｍＬ１
筒

プロスコープ３７０注シリンジ８０ｍＬ アルフレッサファー
マ

4,547

注射薬 7219418H1032 イオプロミド ７６．８９％５０ｍＬ１
瓶

プロスコープ３７０注５０ｍＬ アルフレッサファー
マ

3,236

注射薬 7219418H2039 イオプロミド ７６．８９％１００ｍＬ
１瓶

プロスコープ３７０注１００ｍＬ アルフレッサファー
マ

5,755

注射薬 7223401A1104 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 武田テバ薬品 940
注射薬 7223401A2020 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルトニン１ｍｇ注射液 武田テバ薬品 2,030
注射薬 7223401A3026 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルトニン２ｍｇ注射液 武田テバ薬品 4,181
注射薬 7290407A1031 ガドテリドール ５ｍＬ１瓶 プロハンス静注５ｍＬ ブラッコ・エーザイ 2,620
注射薬 7290407A2038 ガドテリドール １５ｍＬ１瓶 プロハンス静注１５ｍＬ ブラッコ・エーザイ 6,817
注射薬 7290407A3034 ガドテリドール ２０ｍＬ１瓶 プロハンス静注２０ｍＬ ブラッコ・エーザイ 9,784
注射薬 7290407A4030 ガドテリドール １０ｍＬ１瓶 プロハンス静注１０ｍＬ ブラッコ・エーザイ 5,357
注射薬 7290407G1034 ガドテリドール １３ｍＬ１筒 プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ ブラッコ・エーザイ 5,506
注射薬 7290407G2030 ガドテリドール １７ｍＬ１筒 プロハンス静注シリンジ１７ｍＬ ブラッコ・エーザイ 6,826
注射薬 7290411G1030 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１０ｍＬ

１筒
マグネスコープ静注３８％シリンジ１０ｍＬ ゲルベ・ジャパン 4,407

注射薬 7290411G2037 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１５ｍＬ
１筒

マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ ゲルベ・ジャパン 5,906

注射薬 7290411G3033 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％２０ｍＬ
１筒

マグネスコープ静注３８％シリンジ２０ｍＬ ゲルベ・ジャパン 7,734

注射薬 7290411G4021 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１１ｍＬ
１筒

マグネスコープ静注３８％シリンジ１１ｍＬ ゲルベ・ジャパン 4,724

注射薬 7290411G5028 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１３ｍＬ
１筒

マグネスコープ静注３８％シリンジ１３ｍＬ ゲルベ・ジャパン 5,295

注射薬 7990402A1029 アデノシン ６０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 アデノスキャン注６０ｍｇ 第一三共 9,356
注射薬 8119400A1025 オキシコドン塩酸塩水和物 １％１ｍＬ１管 麻 オキファスト注１０ｍｇ シオノギファーマ 310
注射薬 8119400A2021 オキシコドン塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管 麻 オキファスト注５０ｍｇ シオノギファーマ 1,463
注射薬 8219400A1063 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％２ｍＬ１管 麻 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」 第一三共プロファー

マ
276

注射薬 8219400A2051 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％５ｍＬ１管 麻 フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「第一三共」 第一三共プロファー
マ

650

注射薬 8219401D1021 レミフェンタニル塩酸塩 ２ｍｇ１瓶 麻 アルチバ静注用２ｍｇ ヤンセンファーマ 2,035
注射薬 8219401D2028 レミフェンタニル塩酸塩 ５ｍｇ１瓶 麻 アルチバ静注用５ｍｇ ヤンセンファーマ 4,627
外用薬 1119702G1062 セボフルラン １ｍＬ 局 セボフレン吸入麻酔液 丸石製薬 45.90
外用薬 1141700J3021 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アルピニー坐剤２００ 久光製薬 23.00
外用薬 1141700J3048 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 カロナール坐剤２００ あゆみ製薬 24.70
外用薬 1141700J3110 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ マイランＥＰＤ 23.80
外用薬 1141700J4028 アセトアミノフェン ４００ｍｇ１個 カロナール坐剤４００ あゆみ製薬 37.20
外用薬 1147700J1057 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 局 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
31.30

外用薬 1147700J2061 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 局 ボルタレンサポ２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

35.70

外用薬 1147700J3084 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 局 ボルタレンサポ５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

41.10

外用薬 1190700S1029 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 イクセロンパッチ４．５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

295.00

外用薬 1190700S1037 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスタッチパッチ４．５ｍｇ 小野薬品工業 296.30
外用薬 1190700S2025 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 イクセロンパッチ９ｍｇ ノバルティス

ファーマ
330.90

外用薬 1190700S2033 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスタッチパッチ９ｍｇ 小野薬品工業 332.70
外用薬 1190700S3021 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 イクセロンパッチ１３．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
353.10

外用薬 1190700S3030 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ 小野薬品工業 356.40
外用薬 1190700S4028 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 イクセロンパッチ１８ｍｇ ノバルティス

ファーマ
370.70

外用薬 1190700S4036 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスタッチパッチ１８ｍｇ 小野薬品工業 374.50
外用薬 1214701S1051 リドカイン （１８ｍｇ）３０．５ｍ

ｍ×５０．０ｍｍ１枚
ペンレステープ１８ｍｇ 日東電工 39.80

外用薬 1315704Q1115 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ フルメトロン点眼液０．０２％ 参天製薬 33.40
外用薬 1315704Q3126 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルメトロン点眼液０．１％ 参天製薬 40.80
外用薬 1319701Q1021 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ ミケラン点眼液１％ 大塚製薬 164.10
外用薬 1319701Q2028 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ ミケラン点眼液２％ 大塚製薬 210.70
外用薬 1319701Q3024 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ ミケランＬＡ点眼液１％ 大塚製薬 323.60
外用薬 1319701Q4020 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ ミケランＬＡ点眼液２％ 大塚製薬 428.40
外用薬 1319702Q1107 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモプトール点眼液０．２５％ 参天製薬 122.00
外用薬 1319702Q2111 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモプトール点眼液０．５％ 参天製薬 171.00
外用薬 1319702Q3037 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモプトールＸＥ点眼液０．２５％ 参天製薬 396.50
外用薬 1319702Q4033 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモプトールＸＥ点眼液０．５％ 参天製薬 548.90
外用薬 1319702Q5021 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ リズモンＴＧ点眼液０．２５％ わかもと製薬 377.90
外用薬 1319702Q6028 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ リズモンＴＧ点眼液０．５％ わかもと製薬 529.00
外用薬 1319720Q1164 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．４ｍＬ エイエムオー・ジャ

パン
3,463.30

外用薬 1319720Q3078 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 局 ヒアレイン点眼液０．１％ 参天製薬 324.20
外用薬 1319720Q7111 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペガン０．６眼粘弾剤１％ 生化学工業 5,321.20
外用薬 1319720Q8215 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８５ｍＬ エイエムオー・ジャ

パン
3,756.40

外用薬 1319720Q9041 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％１．１ｍＬ１筒 オペガン１．１眼粘弾剤１％ 生化学工業 6,098.30
外用薬 1319720Y2020 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 局 ヒアレイン点眼液０．３％ 参天製薬 464.80
外用薬 1319724Q1120 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ニフラン点眼液０．１％ 千寿製薬 37.00
外用薬 1319726Q1102 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ジクロード点眼液０．１％ わかもと製薬 62.90
外用薬 1319730Q1249 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ザジテン点眼液０．０５％ ノバルティス

ファーマ
473.40
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外用薬 1319731Q2045 オキシグルタチオン ０．４６％２０ｍＬ１瓶
（希釈液付）

ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８
４％

日本アルコン 3,246.20

外用薬 1319732Q1035 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ レスキュラ点眼液０．１２％ 日東メディック 280.00
外用薬 1319733Q1064 ベタキソロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ベトプティック　エス懸濁性点眼液０．５％ ノバルティス

ファーマ
292.40

外用薬 1319733Q1072 ベタキソロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ベトプティック点眼液０．５％ ノバルティス
ファーマ

292.40

外用薬 1319735Q1063 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 ペミラストン点眼液０．１％ アルフレッサファー
マ

360.80

外用薬 1319735Q1071 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 アレギサール点眼液０．１％ 参天製薬 611.80
外用薬 1319736Q1068 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 トラメラスＰＦ点眼液０．５％ 日本点眼薬研究所 489.20
外用薬 1319736Q1076 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 リザベン点眼液０．５％ キッセイ薬品工業 493.30
外用薬 1319736Q1084 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 トラメラス点眼液０．５％ ニッテン 431.90
外用薬 1319739Q1037 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ キサラタン点眼液０．００５％ ファイザー 506.50
外用薬 1319740Q1048 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラノール点眼液０．２５％ テイカ製薬 208.30
外用薬 1319740Q1056 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ 興和 280.70
外用薬 1319742Q1039 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 クラビット点眼液０．５％ 参天製薬 91.30
外用薬 1319742Q2027 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 クラビット点眼液１．５％ 参天製薬 91.00
外用薬 1319743Q1033 ブロムフェナクナトリウム水

和物
０．１％１ｍＬ 局 ブロナック点眼液０．１％ 千寿製薬 89.10

外用薬 1319746Q1029 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ リボスチン点眼液０．０２５％ ヤンセンファーマ 107.70
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
300.80

外用薬 1319753Q1029 モキシフロキサシン塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ベガモックス点眼液０．５％ ノバルティス
ファーマ

112.50

外用薬 1319754Q1023 トラボプロスト ０．００４％１ｍＬ トラバタンズ点眼液０．００４％ ノバルティス
ファーマ

678.80

外用薬 1319757Q1027 ビマトプロスト ０．０３％１ｍＬ ルミガン点眼液０．０３％ 千寿製薬 698.00
外用薬 1319817Q1020 ラタノプロスト・チモロール

マレイン酸塩
１ｍＬ ザラカム配合点眼液 ファイザー 920.20

外用薬 1319819Q1020 ドルゾラミド塩酸塩・チモ
ロールマレイン酸塩

１ｍＬ コソプト配合点眼液 参天製薬 501.90

外用薬 1319820Q1022 トラボプロスト・チモロール
マレイン酸塩

１ｍＬ デュオトラバ配合点眼液 ノバルティス
ファーマ

996.30

外用薬 1329702R7042 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

１．５０ｍｇ０．９０８
７ｇ１瓶

リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ 帝人ファーマ 843.30

外用薬 1329705Q1298 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ザジテン点鼻液０．０５％ サンファーマ 594.00

外用薬 1329707Q1181 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 グラクソ・スミスク
ライン

573.90

外用薬 1329707Q2030 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用 グラクソ・スミスク
ライン

544.10

外用薬 1329707Q3052 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 グラクソ・スミスク
ライン

1,065.40

外用薬 1329710Q1027 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

５ｍｇ１０ｇ１瓶 ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ＭＳＤ 1,248.90

外用薬 1329710Q2023 モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

９ｍｇ１８ｇ１瓶 ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 ＭＳＤ 2,535.80

外用薬 2171700S1095 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 フランドルテープ４０ｍｇ トーアエイヨー 58.50
外用薬 2171701S2037 ニトログリセリン （２５ｍｇ）１０ｃ㎡１

枚
ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ サンファーマ 61.80

外用薬 2171701S4048 ニトログリセリン （５ｍｇ）４．０５ｃｍ
×４．５０ｃｍ１枚

ミリステープ５ｍｇ 日本化薬 37.70

外用薬 2171701S7071 ニトログリセリン （２７ｍｇ）１４ｃ㎡１
枚

ミニトロテープ２７ｍｇ キョーリンリメディ
オ

60.70

外用薬 2234700G1051 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ ビソルボン吸入液０．２％ サノフィ 13.70
外用薬 2259701G1063 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管 インタール吸入液１％ サノフィ 40.70
外用薬 2259707S1020 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局 ホクナリンテープ０．５ｍｇ マイランＥＰＤ 28.90
外用薬 2259707S2027 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局 ホクナリンテープ１ｍｇ マイランＥＰＤ 39.50
外用薬 2259707S3023 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局 ホクナリンテープ２ｍｇ マイランＥＰＤ 56.20
外用薬 2290701G4020 ブデソニド ０．２５ｍｇ２ｍＬ１管 パルミコート吸入液０．２５ｍｇ アストラゼネカ 160.30
外用薬 2290701G5026 ブデソニド ０．５ｍｇ２ｍＬ１管 パルミコート吸入液０．５ｍｇ アストラゼネカ 216.70
外用薬 2290801G1029 ブデソニド・ホルモテロール

フマル酸塩水和物
３０吸入１キット シムビコートタービュヘイラー３０吸入 アストラゼネカ 2,085.00

外用薬 2290801G2025 ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

６０吸入１キット シムビコートタービュヘイラー６０吸入 アストラゼネカ 3,946.90

外用薬 2399714J1026 ドンペリドン １０ｍｇ１個 ナウゼリン坐剤１０ 協和キリン 48.30
外用薬 2399714J2022 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 ナウゼリン坐剤３０ 協和キリン 78.60
外用薬 2399715X1023 メサラジン １ｇ１個 ペンタサ注腸１ｇ 杏林製薬 534.40
外用薬 2419700R2029 デスモプレシン酢酸塩水和物 ５００μｇ１瓶 デスモプレシン・スプレー１０協和 フェリング・ファー

マ
4,666.60

外用薬 2499701R1052 ブセレリン酢酸塩 １５．７５ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

スプレキュア点鼻液０．１５％ サノフィ 7,623.10

外用薬 2499702Q1043 ナファレリン酢酸塩水和物 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ナサニール点鼻液０．２％ ファイザー 6,914.10
外用薬 2529702H1079 クロトリマゾール １００ｍｇ１錠 エンペシド腟錠１００ｍｇ バイエル薬品 55.50
外用薬 2529708J2058 イソコナゾール硝酸塩 ３００ｍｇ１個 アデスタン腟錠３００ｍｇ バイエル薬品 190.00
外用薬 2529709H1046 オキシコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１錠 オキナゾール腟錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 54.50
外用薬 2529709H2042 オキシコナゾール硝酸塩 ６００ｍｇ１錠 オキナゾール腟錠６００ｍｇ 田辺三菱製薬 301.30
外用薬 2559814J1020 ジフルコルトロン吉草酸エス

テル・リドカイン
１個 ネリプロクト坐剤 レオファーマ 30.40

外用薬 2559814M1026 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１ｇ ネリプロクト軟膏 レオファーマ 27.90

外用薬 2634713M1020 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ ダラシンＴゲル１％ 佐藤製薬 31.10

外用薬 2634713Q1021 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｍＬ ダラシンＴローション１％ 佐藤製薬 31.10

外用薬 2639700M1029 ナジフロキサシン １％１ｇ アクアチム軟膏１％ 大塚製薬 29.70
外用薬 2639700N1032 ナジフロキサシン １％１ｇ アクアチムクリーム１％ 大塚製薬 29.70
外用薬 2639700Q1055 ナジフロキサシン １％１ｍＬ アクアチムローション１％ 大塚製薬 29.70
外用薬 2646703M1094 ベタメタゾンジプロピオン酸

エステル
０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰ軟膏 シオノギファーマ 14.60

外用薬 2646703N1073 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰクリーム シオノギファーマ 14.60

外用薬 2646703Q1029 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰゾル シオノギファーマ 14.60

外用薬 2646708M1216 フルオシノニド ０．０５％１ｇ トプシム軟膏０．０５％ 田辺三菱製薬 19.70
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外用薬 2646708N1238 フルオシノニド ０．０５％１ｇ トプシムＥクリーム０．０５％ 田辺三菱製薬 19.70
外用薬 2646708N1246 フルオシノニド ０．０５％１ｇ トプシムクリーム０．０５％ 田辺三菱製薬 19.70
外用薬 2646708Q1030 フルオシノニド ０．０５％１ｇ トプシムローション０．０５％ 田辺三菱製薬 19.70
外用薬 2646713M1136 クロベタゾールプロピオン酸

エステル
０．０５％１ｇ デルモベート軟膏０．０５％ グラクソ・スミスク

ライン
19.90

外用薬 2646713N1123 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ デルモベートクリーム０．０５％ グラクソ・スミスク
ライン

19.90

外用薬 2646713Q1081 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ デルモベートスカルプローション０．０５％ グラクソ・スミスク
ライン

20.00

外用薬 2646720M1080 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ リドメックスコーワ軟膏０．３％ 興和 14.70

外用薬 2646720N1093 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ リドメックスコーワクリーム０．３％ 興和 14.70

外用薬 2646720Q1065 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ リドメックスコーワローション０．３％ 興和 14.70

外用薬 2646722M1100 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ キンダベート軟膏０．０５％ グラクソ・スミスク
ライン

19.00

外用薬 2646723M1172 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ダイアコート軟膏０．０５％ 帝國製薬 14.00
外用薬 2646723N1151 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ダイアコートクリーム０．０５％ 帝國製薬 14.00
外用薬 2646725M1201 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ マイザー軟膏０．０５％ 田辺三菱製薬 15.60
外用薬 2646725N1150 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ マイザークリーム０．０５％ 田辺三菱製薬 15.60
外用薬 2646726M1095 デキサメタゾンプロピオン酸

エステル
０．１％１ｇ メサデルム軟膏０．１％ 岡山大鵬薬品 14.00

外用薬 2646726N1090 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ メサデルムクリーム０．１％ 岡山大鵬薬品 14.00

外用薬 2646726Q1046 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ メサデルムローション０．１％ 岡山大鵬薬品 14.00

外用薬 2646727M1022 アルクロメタゾンプロピオン
酸エステル

０．１％１ｇ アルメタ軟膏 シオノギファーマ 29.50

外用薬 2646729M1048 デプロドンプロピオン酸エス
テル

０．３％１ｇ エクラー軟膏０．３％ 久光製薬 18.20

外用薬 2646729N1043 デプロドンプロピオン酸エス
テル

０．３％１ｇ エクラークリーム０．３％ 久光製薬 18.20

外用薬 2646729Q1031 デプロドンプロピオン酸エス
テル

０．３％１ｇ エクラーローション０．３％ 久光製薬 18.20

外用薬 2646730M1059 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンテベート軟膏０．０５％ 鳥居薬品 21.30

外用薬 2646730N1054 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンテベートクリーム０．０５％ 鳥居薬品 21.30

外用薬 2646730Q1026 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンテベートローション０．０５％ 鳥居薬品 21.30

外用薬 2646731M1029 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ フルメタ軟膏 シオノギファーマ 28.70

外用薬 2646731N1024 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ フルメタクリーム シオノギファーマ 28.70

外用薬 2646731Q1020 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ フルメタローション シオノギファーマ 28.70

外用薬 2649719M1178 インドメタシン １％１ｇ イドメシンコーワゲル１％ 興和 5.30
外用薬 2649719M1186 インドメタシン １％１ｇ インテバン軟膏１％ 帝國製薬 5.40
外用薬 2649719N1092 インドメタシン １％１ｇ イドメシンコーワクリーム１％ 興和 5.30
外用薬 2649719N1106 インドメタシン １％１ｇ インテバンクリーム１％ 帝國製薬 5.40
外用薬 2649719Q1030 インドメタシン １％１ｇ イドメシンコーワゾル１％ 興和 5.30
外用薬 2649719Q2087 インドメタシン １％１ｍＬ インテバン外用液１％ 帝國製薬 5.40
外用薬 2649719S1185 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 カトレップパップ７０ｍｇ 帝國製薬 19.00
外用薬 2649719S1347 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 カトレップテープ７０ｍｇ 帝國製薬 19.00
外用薬 2649719S2041 インドメタシン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 カトレップテープ３５ｍｇ 帝國製薬 12.30
外用薬 2649726M1046 ベンダザック ３％１ｇ ジルダザック軟膏３％ 佐藤製薬 18.40
外用薬 2649729S1154 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 モーラスパップ３０ｍｇ 久光製薬 17.80
外用薬 2649729S1189 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ミルタックスパップ３０ｍｇ ニプロファーマ 17.10
外用薬 2649729S2169 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 モーラステープ２０ｍｇ 久光製薬 22.30
外用薬 2649729S3084 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 モーラステープＬ４０ｍｇ 久光製薬 33.60
外用薬 2649729S4030 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 モーラスパップ６０ｍｇ 久光製薬 27.80
外用薬 2649729S5028 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ 久光製薬 34.30
外用薬 2649729S6024 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ 久光製薬 52.30
外用薬 2649731M1071 フェルビナク ３％１ｇ ナパゲルン軟膏３％ 帝國製薬 6.80
外用薬 2649731N1034 フェルビナク ３％１ｇ ナパゲルンクリーム３％ 帝國製薬 6.80
外用薬 2649731Q1065 フェルビナク ３％１ｍＬ ナパゲルンローション３％ 帝國製薬 6.80
外用薬 2649731S1143 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 セルタッチパップ７０ 帝國製薬 17.10
外用薬 2649731S1232 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 セルタッチテープ７０ 帝國製薬 17.10
外用薬 2649731S3022 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 局 セルタッチパップ１４０ 帝國製薬 25.80
外用薬 2649732S1130 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 アドフィードパップ４０ｍｇ リードケミカル 17.10
外用薬 2649732S1164 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ゼポラスパップ４０ｍｇ 三笠製薬 16.20
外用薬 2649732S1199 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フルルバンパップ４０ｍｇ 大協薬品工業 17.10
外用薬 2649732S2047 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ゼポラステープ４０ｍｇ 三笠製薬 16.20
外用薬 2649732S2055 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ヤクバンテープ４０ｍｇ トクホン 17.10
外用薬 2649732S3043 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ゼポラステープ２０ｍｇ 三笠製薬 10.80
外用薬 2649732S3051 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ヤクバンテープ２０ｍｇ トクホン 12.10
外用薬 2649732S5038 フルルビプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ゼポラスパップ８０ｍｇ 三笠製薬 21.90
外用薬 2649732S6026 フルルビプロフェン １５ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ヤクバンテープ６０ｍｇ トクホン 19.40
外用薬 2649734Q1050 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ナボールゲル１％ 久光製薬 6.60
外用薬 2649734Q1069 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ボルタレンゲル１％ 同仁医薬化工 5.60
外用薬 2649734Q2022 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ボルタレンローション１％ 同仁医薬化工 5.60
外用薬 2649734S1066 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ナボールテープ１５ｍｇ 久光製薬 13.80
外用薬 2649734S1074 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ボルタレンテープ１５ｍｇ 同仁医薬化工 12.90
外用薬 2649734S2062 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ナボールテープＬ３０ｍｇ 久光製薬 22.80
外用薬 2649734S2070 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ボルタレンテープ３０ｍｇ 同仁医薬化工 19.50
外用薬 2649734S3042 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ナボールパップ７０ｍｇ 久光製薬 13.80
外用薬 2649734S4049 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ナボールパップ１４０ｍｇ 久光製薬 22.80
外用薬 2649735Q1020 ロキソプロフェンナトリウム

水和物
１％１ｇ ロキソニンゲル１％ 第一三共 4.40

外用薬 2649735S1028 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソニンパップ１００ｍｇ リードケミカル 28.10

外用薬 2649735S2024 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソニンテープ５０ｍｇ リードケミカル 18.90



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

外用薬 2649735S3020 ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソニンテープ１００ｍｇ リードケミカル 28.10

外用薬 2655700N1176 クロトリマゾール １％１ｇ エンペシドクリーム１％ バイエル薬品 16.70
外用薬 2655700Q2128 クロトリマゾール １％１ｍＬ エンペシド外用液１％ バイエル薬品 16.70
外用薬 2655702N1060 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ フロリードＤクリーム１％ 持田製薬 12.90
外用薬 2655708N1261 ビホナゾール １％１ｇ マイコスポールクリーム１％ バイエル薬品 21.90
外用薬 2655708Q1179 ビホナゾール １％１ｍＬ マイコスポール外用液１％ バイエル薬品 21.90
外用薬 2655709N1053 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ニゾラールクリーム２％ ヤンセンファーマ 27.60
外用薬 2655709Q1025 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ニゾラールローション２％ ヤンセンファーマ 27.60
外用薬 2655710M1034 ラノコナゾール １％１ｇ 局 アスタット軟膏１％ マルホ 29.30
外用薬 2655710N1030 ラノコナゾール １％１ｇ 局 アスタットクリーム１％ マルホ 29.30
外用薬 2655710Q1036 ラノコナゾール １％１ｍＬ 局 アスタット外用液１％ マルホ 29.30
外用薬 2659708N1066 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ボレークリーム１％ 久光製薬 30.20
外用薬 2659708N1082 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 メンタックスクリーム１％ 科研製薬 30.40
外用薬 2659708Q1054 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局 ボレー外用液１％ 久光製薬 30.20
外用薬 2659708Q1062 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局 メンタックス外用液１％ 科研製薬 30.40
外用薬 2659710N1152 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ラミシールクリーム１％ サンファーマ 28.50
外用薬 2659710Q1078 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ラミシール外用液１％ サンファーマ 28.50
外用薬 2669701M1073 尿素 １０％１ｇ パスタロンソフト軟膏１０％ 佐藤製薬 5.40
外用薬 2669701M2100 尿素 ２０％１ｇ パスタロンソフト軟膏２０％ 佐藤製薬 5.60
外用薬 2669701N1044 尿素 １０％１ｇ ウレパールクリーム１０％ 大塚製薬工場 5.40
外用薬 2669701N1052 尿素 １０％１ｇ パスタロンクリーム１０％ 佐藤製薬 5.40
外用薬 2669701N2040 尿素 ２０％１ｇ パスタロンクリーム２０％ 佐藤製薬 5.60
外用薬 2669701N2067 尿素 ２０％１ｇ ケラチナミンコーワクリーム２０％ 興和 5.50
外用薬 2669701Q1040 尿素 １０％１ｇ ウレパールローション１０％ 大塚製薬工場 5.40
外用薬 2669701Q1059 尿素 １０％１ｇ パスタロンローション１０％ 佐藤製薬 5.40
外用薬 2691700M1053 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ 局 ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ 帝人ファーマ 79.70
外用薬 2691700N1059 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ ボンアルファクリーム２μｇ／ｇ 帝人ファーマ 79.70
外用薬 2691700Q1047 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ 局 ボンアルファローション２μｇ／ｇ 帝人ファーマ 79.70
外用薬 2691702M1036 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ マルホ 87.70
外用薬 2691702Q1020 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ オキサロールローション２５μｇ／ｇ マルホ 87.70
外用薬 2699709M1028 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ プロトピック軟膏０．１％ マルホ 92.20
外用薬 2699711Q1027 アダパレン ０．１％１ｇ ディフェリンゲル０．１％ マルホ 82.40
外用薬 2699801V1106 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ ユーパスタコーワ軟膏 興和 23.90
外用薬 2699801V1122 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ ソアナース軟膏 テイカ製薬 24.80
外用薬 6250700M1189 ビダラビン ３％１ｇ アラセナ－Ａ軟膏３％ 持田製薬 217.90
外用薬 6250700N1036 ビダラビン ３％１ｇ アラセナ－Ａクリーム３％ 持田製薬 217.90
外用薬 6250701M1027 アシクロビル ５％１ｇ 局 ゾビラックス軟膏５％ グラクソ・スミスク

ライン
217.60

外用薬 6250701N1049 アシクロビル ５％１ｇ ゾビラックスクリーム５％ グラクソ・スミスク
ライン

217.60

外用薬 8219700S5026 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 麻 デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ ヤンセンファーマ 1,718.70
外用薬 8219700S6022 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 麻 デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ ヤンセンファーマ 3,073.00
外用薬 8219700S7029 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 麻 デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ ヤンセンファーマ 5,821.20
外用薬 8219700S8025 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 麻 デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍｇ ヤンセンファーマ 8,360.90
外用薬 8219700S9021 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 麻 デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍｇ ヤンセンファーマ 10,201.70
外用薬 8219700T1026 フェンタニル ０．８４ｍｇ１枚 麻 ワンデュロパッチ０．８４ｍｇ ヤンセンファーマ 525.60
外用薬 8219700T2022 フェンタニル １．７ｍｇ１枚 麻 ワンデュロパッチ１．７ｍｇ ヤンセンファーマ 1,000.80
外用薬 8219700T3029 フェンタニル ３．４ｍｇ１枚 麻 ワンデュロパッチ３．４ｍｇ ヤンセンファーマ 1,860.60
外用薬 8219700T4025 フェンタニル ５ｍｇ１枚 麻 ワンデュロパッチ５ｍｇ ヤンセンファーマ 2,486.10
外用薬 8219700T5021 フェンタニル ６．７ｍｇ１枚 麻 ワンデュロパッチ６．７ｍｇ ヤンセンファーマ 3,436.90
外用薬 8219701S1025 フェンタニルクエン酸塩 １ｍｇ１枚 麻 フェントステープ１ｍｇ 久光製薬 518.90
外用薬 8219701S2021 フェンタニルクエン酸塩 ２ｍｇ１枚 麻 フェントステープ２ｍｇ 久光製薬 964.70
外用薬 8219701S3028 フェンタニルクエン酸塩 ４ｍｇ１枚 麻 フェントステープ４ｍｇ 久光製薬 1,801.30
外用薬 8219701S4024 フェンタニルクエン酸塩 ６ｍｇ１枚 麻 フェントステープ６ｍｇ 久光製薬 2,597.00
外用薬 8219701S5020 フェンタニルクエン酸塩 ８ｍｇ１枚 麻 フェントステープ８ｍｇ 久光製薬 3,361.10
外用薬 8219701S6027 フェンタニルクエン酸塩 ０．５ｍｇ１枚 麻 フェントステープ０．５ｍｇ 久光製薬 278.80

歯科用薬剤 2760804M1024 ミノサイクリン塩酸塩 １０ｍｇ０．５ｇ１シリ
ンジ

ペリオクリン歯科用軟膏 サンスター 609.20



別紙４
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内用薬 1124020F1025 ブロマゼパム １ｍｇ１錠 レキソタン錠１ アスペンジャパン 5.70
内用薬 1124021F1054 メダゼパム ２ｍｇ１錠 レスミット錠２ 塩野義製薬 5.70
内用薬 1124021F2166 メダゼパム ５ｍｇ１錠 レスミット錠５ 塩野義製薬 5.70
内用薬 2113005F2028 メチルジゴキシン ０．０５ｍｇ１錠 ラニラピッド錠０．０５ｍｇ 中外製薬 5.70
内用薬 2139001S2032 イソソルビド ７０％３０ｍＬ１包 イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ 興和 119.10
内用薬 2139001S3020 イソソルビド ７０％２０ｍＬ１包 イソバイドシロップ７０％分包２０ｍＬ 興和 81.60
内用薬 2229001F1053 ジメモルファンリン酸塩 １０ｍｇ１錠 アストミン錠１０ｍｇ オーファンパシ

フィック
5.70

内用薬 2251001F1046 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオドール錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 5.90
内用薬 3962002F2027 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトグルコ錠２５０ｍｇ 大日本住友製薬 10.10
内用薬 6131001M1070 アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル 局 パセトシンカプセル１２５ アスペンジャパン 10.10
内用薬 6132008C1022 セフィキシム水和物 ５０ｍｇ１ｇ 局 セフスパン細粒５０ｍｇ 長生堂製薬 57.50
注射薬 3319560A1040 維持液（ブドウ糖加） ２５０ｍＬ１袋 フィジオ３５輸液 大塚製薬工場 176
注射薬 3334404A1060 パルナパリンナトリウム ５，０００低分子量ヘパ

リン単位１瓶
ローヘパ透析用５００単位／ｍＬバイアル１０ｍ
Ｌ

エイワイファーマ 727

注射薬 3334404G1039 パルナパリンナトリウム ２，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

ローヘパ透析用１００単位／ｍＬシリンジ２０ｍ
Ｌ

エイワイファーマ 305

注射薬 3334404G2035 パルナパリンナトリウム ３，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

ローヘパ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍ
Ｌ

エイワイファーマ 443

注射薬 3334404G3031 パルナパリンナトリウム ４，０００低分子量ヘパ
リン単位２０ｍＬ１筒

ローヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍ
Ｌ

エイワイファーマ 620

注射薬 3420409A7096 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 1,373

注射薬 3420419A5062 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 バクスター 1,060
注射薬 3420419A7073 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 バクスター 1,334

注射薬 3420419A9068 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 バクスター 1,622

注射薬 3420420A5065 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 バクスター 1,124
注射薬 3420420A8072 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ

付）
ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 バクスター 1,454

注射薬 3420420A9060 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 バクスター 1,527

注射薬 4300400X1029 過テクネチウム酸ナトリウム
（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ ウルトラテクネカウ 富士フイルム富山化
学

266

注射薬 6132408F3059 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用１ｇ アルフレッサファー
マ

439

注射薬 7219415A8043 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１
瓶

局 オムニパーク３００注１０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

682

注射薬 7219415G1050 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ
１筒

局 オムニパーク２４０注シリンジ１００ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

3,454

注射薬 7219415G2064 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

局 オムニパーク３００注シリンジ５０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

2,471

注射薬 7219415G3117 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

局 オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

3,874

注射薬 7219415G4067 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

局 オムニパーク３００注シリンジ８０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

3,408

注射薬 7219415G6035 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

局 オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

6,127

注射薬 7219415G9026 イオヘキソール ６４．７１％１１０ｍＬ
１筒

局 オムニパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

4,510

注射薬 7219415H1071 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
瓶

局 オムニパーク３００注５０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

2,367

注射薬 7219415H3066 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１
瓶

局 オムニパーク３５０注２０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

1,126

注射薬 7219415H4062 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１
瓶

局 オムニパーク３５０注５０ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

2,360

注射薬 7219415H5069 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１瓶

局 オムニパーク３５０注１００ｍＬ ＧＥヘルスケア
ファーマ

3,859

注射薬 7219418G4036 イオプロミド ７６．８９％５０ｍＬ１
筒

プロスコープ３７０注シリンジ５０ｍＬ アルフレッサファー
マ

2,304

注射薬 7219418G6039 イオプロミド ７６．８９％１００ｍＬ
１筒

プロスコープ３７０注シリンジ１００ｍＬ アルフレッサファー
マ

4,865

外用薬 1141700J1029 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 アルピニー坐剤５０ 久光製薬 19.70
外用薬 1141700J1045 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 アンヒバ坐剤小児用５０ｍｇ マイランＥＰＤ 19.70
外用薬 1141700J1088 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 カロナール坐剤小児用５０ あゆみ製薬 19.70
外用薬 1141700J2050 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 カロナール坐剤１００ あゆみ製薬 19.70
外用薬 1141700J2092 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アルピニー坐剤１００ 久光製薬 19.70
外用薬 1141700J2130 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ マイランＥＰＤ 19.70
外用薬 1319720Q7227 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．６ｍＬ エイエムオー・ジャ

パン
3,660.10

外用薬 2171701S7055 ニトログリセリン （２７ｍｇ）１４ｃ㎡１
枚

バソレーターテープ２７ｍｇ 三和化学研究所 52.70

外用薬 2171701S7063 ニトログリセリン （２７ｍｇ）１４ｃ㎡１
枚

メディトランステープ２７ｍｇ トーヨーケム 58.20

外用薬 2399707D1030 トリアムシノロンアセトニド ２５μｇ１錠 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 帝人ファーマ 34.50
外用薬 2649719S1193 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 イドメシンコーワパップ７０ｍｇ 興和 17.10
外用薬 2649719S1207 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ハップスターＩＤ７０ｍｇ 大石膏盛堂 11.80
外用薬 2649719S1215 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 アコニップパップ７０ｍｇ テイカ製薬 11.40
外用薬 2649719S1223 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インサイドパップ７０ｍｇ 久光製薬 16.70
外用薬 2649719S1240 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インテナースパップ７０ｍｇ 東光薬品工業 11.50
外用薬 2649719S1266 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ゼムパックパップ７０ 救急薬品工業 11.80
外用薬 2649719S1290 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ラクティオンパップ７０ｍｇ テイカ製薬 17.10
外用薬 2649719S1312 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 コリフメシンパップ７０ｍｇ 東和製薬：和歌山 13.30

診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」から除外する品目
(加算等の算定対象とならない「後発医薬品のある先発医薬品」)

品名



事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ３ 月 ５ 日 

 

 

 

別記関係団体 御中 

 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

 

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第６関係）及び保険薬剤師の 

使用医薬品（掲示事項等告示第 14 関係）に係る留意事項について 

 

 

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国

民健康保険主管課（部）長及び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）長あて通知しましたのでお知らせいたします。 

 

 

  



保医発 0305 第３号 

令和３年３月５日 

 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長    殿 

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）長 

 

 

厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第６関係）及び保険薬剤師の

使用医薬品（掲示事項等告示第 14関係）に係る留意事項について 

 

 

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品については、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に

基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成 18年厚生労働省告示第 107号。以下「掲示

事項等告示」という。）の第６及び第 14に定められているところですが、当該告示について

は、令和３年厚生労働省告示第 63号をもって改正され、令和３年４月１日から適用（ただ

し、同告示第 10第１号の改正規定は、同年３月６日から適用）されることとなったところ

であり、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対し

て周知徹底をお願いします。 

 

 

 

                                      記 

 

 

 

１ 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件（令和３年厚生労働省告示第 62号）

の別表及び掲示事項等告示の別表第３に収載されている医薬品について、保険医が施用し

又は処方すること及び保険薬剤師が使用して調剤することができることとしたものであ

ること。 



 

２ 医療上の需要がなくなる等の理由により、製造販売業者から今後供給する予定がなく、

既に製造販売承認及び許可の廃止の手続がとられた医薬品について、掲示事項等告示の別

表第１又は別表第２に収載し、経過措置品目としたものであること。 

なお、経過措置品目とされた医薬品の使用期限は、別表第１については令和３年９月

30日限りとし、別表第２については令和４年３月 31日限りとしたものであること。 

 

３ 掲示事項等告示の別表第１に収載された医薬品の品目数は、次のとおりであること。 

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計 

品目数 ４３ ４７ ３８ ０ １２８ 

 

４ 掲示事項等告示の別表第２に収載された医薬品の品目数は、次のとおりであること。 

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計 

品目数 １２７ ５６ １９ １ ２０３ 

 


