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製剤区分 レセコード 品名 規格単位 一般名 会社名 薬価 局 ※ 麻 毒向覚 劇 後発品
内 622302201 アカルボース錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ５０ｍｇ１錠 アカルボース 辰巳化学 13.20 後発品
内 622302301 アカルボース錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 １００ｍｇ１錠 アカルボース 辰巳化学 23.40 後発品
内 621444601 アシクロビル顆粒４０％「トーワ」 ４０％１ｇ アシクロビル 東和薬品 117.60 後発品
内 621445301 アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 アシクロビル 東和薬品 63.60 後発品
内 621446001 アシクロビル錠４００ｍｇ「トーワ」 ４００ｍｇ１錠 アシクロビル 東和薬品 91.00 後発品
内 622295301 アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＪＧ」 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン水和物 長生堂製薬 216.00 後発品
内 622303301 アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＳＮ」 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン水和物 シオノケミカル 216.00 後発品
内 622269501 アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＹＤ」 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン水和物 陽進堂 216.00 後発品
内 622274301 アジスロマイシン細粒１０％小児用「ＫＮ」 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン水和物 小林化工 216.00 後発品
内 622274501 アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン水和物 高田製薬 216.00 後発品
内 622286701 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 全星薬品工業 162.80 後発品
内 622294801 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 富士製薬工業 162.80 後発品
内 622290801 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 長生堂製薬 162.80 後発品
内 622274201 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 小林化工 162.80 後発品
内 622276801 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＯＧ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 興和 162.80 後発品
内 622296901 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 ニプロ 162.80 後発品
内 622303401 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＳＮ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 シオノケミカル 162.80 後発品
内 622269601 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 陽進堂 162.80 後発品
内 622275601 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「アメル」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 共和薬品工業 162.80 後発品
内 622295401 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 沢井製薬 162.80 後発品
内 622289801 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サンド」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 サンド 162.80 後発品
内 622274401 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「タカタ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 高田製薬 162.80 後発品
内 622282801 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「テバ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 大正薬品工業 162.80 後発品
内 622281501 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 東和薬品 162.80 後発品
内 622270801 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「日医工」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 日医工 162.80 後発品
内 622275401 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「わかもと」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 わかもと製薬 162.80 後発品
内 622274601 アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ「タカタ」 １００ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 高田製薬 148.50 後発品
内 622281601 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「トーワ」 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 東和薬品 325.60 後発品
内 622270901 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「日医工」 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物 日医工 325.60 後発品
内 622290701 アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシン水和物 長生堂製薬 148.50 後発品
内 622303201 アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍｇ「ＳＮ」 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシン水和物 シオノケミカル 148.50 後発品
内 622269401 アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍｇ「ＹＤ」 １００ｍｇ１カプセル アジスロマイシン水和物 陽進堂 148.50 後発品
内 621270401 アズレン顆粒１％「ツルハラ」 １％１ｇ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 鶴原製薬 6.20 後発品
内 620428301 アズレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 ２ｍｇ１錠 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 鶴原製薬 5.00 後発品
内 622066402 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩 辰巳化学 5.60 後発品
内 622125702 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ツルハラ」 ０．５ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩 鶴原製薬 5.60 後発品
内 621974402 アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 ２５ｍｇ１錠 アテノロール ファイザー 13.40 後発品
内 620254544 アテノロール錠５０ｍｇ「ファイザー」 ５０ｍｇ１錠 アテノロール ファイザー 26.80 後発品
内 622284801 アテレック錠２０ ２０ｍｇ１錠 シルニジピン 味の素製薬 110.50
内 622302401 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ５ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 辰巳化学 36.10 局 後発品
内 622302501 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 １０ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 辰巳化学 68.90 局 後発品
内 622280701 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 東和薬品 40.10 後発品
内 622280801 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 東和薬品 76.50 後発品
内 621934402 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「テバ」 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 テバ製薬 15.80 局 劇 後発品
内 621934502 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 テバ製薬 28.00 局 劇 後発品
内 622290901 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 長生堂製薬 34.70 局 劇 後発品
内 622288501 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 日本ジェネリック 56.40 局 劇 後発品
内 622282601 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 日新製薬（山形） 63.00 局 劇 後発品
内 622284101 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 大正薬品工業 49.60 局 劇 後発品
内 622269701 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 陽進堂 42.00 局 劇 後発品
内 622298501 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 大興製薬 52.20 局 劇 後発品
内 622287301 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 日本薬品工業 56.40 局 劇 後発品
内 622284001 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 テバ製薬 49.60 局 劇 後発品
内 622301601 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 シオノケミカル 46.40 局 劇 後発品
内 622285601 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 52.20 局 劇 後発品
内 622161602 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「ＪＧ」 ２．５ｍｇ１包 アムロジピンベシル酸塩 長生堂製薬 16.60 劇 後発品
内 622161702 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１包 アムロジピンベシル酸塩 長生堂製薬 31.20 劇 後発品
内 620359601 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩 日医工 11.40 後発品
内 620675922 アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「ＥＥ」 ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドール サンノーバ 6.50 劇 後発品
内 620675929 アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「ＮｉｋＰ」 ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドール 日医工ファーマ 6.50 劇 後発品Page 1
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内 620675904 アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「サワイ」 ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドール 沢井製薬 5.60 劇 後発品
内 620675910 アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「トーワ」 ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドール 東和薬品 5.60 劇 後発品
内 620676337 アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「ＥＥ」 ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドール サンノーバ 9.90 劇 後発品
内 620676346 アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「ＮｉｋＰ」 ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドール 日医工ファーマ 9.90 劇 後発品
内 620676837 アルファカルシドールカプセル１μｇ「ＥＥ」 １μｇ１カプセル アルファカルシドール サンノーバ 19.30 劇 後発品
内 620676846 アルファカルシドールカプセル１μｇ「ＮｉｋＰ」 １μｇ１カプセル アルファカルシドール 日医工ファーマ 19.30 劇 後発品
内 622004002 アルファカルシドールカプセル３μｇ「ＥＥ」 ３μｇ１カプセル アルファカルシドール サンノーバ 63.70 劇 後発品
内 622037402 アルファカルシドールカプセル３μｇ「ＮｉｋＰ」 ３μｇ１カプセル アルファカルシドール 日医工ファーマ 52.80 劇 後発品
内 622291001 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水和物 日本ジェネリック 48.00 局 劇 後発品
内 622291101 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＪＧ」 ３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水和物 日本ジェネリック 380.40 局 劇 後発品
内 620856209 アロプリノール錠１００ｍｇ「テバ」 １００ｍｇ１錠 アロプリノール テバ製薬 5.60 局 後発品
内 622103102 アロプリノール錠５０ｍｇ「テバ」 ５０ｍｇ１錠 アロプリノール テバ製薬 5.60 局 後発品
内 620389448 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 ニプロ 5.60 後発品
内 620389417 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 621472401 アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ「トーワ」 ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩 東和薬品 37.90 後発品
内 621268301 アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「トーワ」 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩 東和薬品 5.10 後発品
内 620391303 アンブロキソール塩酸塩内用液０．７５％「ＪＧ」 ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩 長生堂製薬 6.20 後発品
内 620817702 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＹＤ」 ３００ｍｇ１カプセル イコサペント酸エチル 陽進堂 14.70 後発品
内 621991302 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド 沢井製薬 5.60 後発品
内 621471701 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド 沢井製薬 6.80 後発品
内 620352202 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩 陽進堂 5.40 後発品
内 620351703 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩 東和薬品 5.40 後発品
内 622117502 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩 陽進堂 5.60 後発品
内 620352406 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 620883429 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン 陽進堂 9.50 局 後発品
内 620883401 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ツルハラ」 ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン 鶴原製薬 8.30 局 後発品
内 622291501 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩 エルメッド　エーザイ 1,842.40 劇 後発品
内 622292801 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩 小林化工 1,842.40 劇 後発品
内 622287101 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」 １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩 日本化薬 1,842.40 劇 後発品
内 622298801 イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩 高田製薬 1,842.40 劇 後発品
内 622267601 イリボーＯＤ錠２．５μｇ ２．５μｇ１錠 ラモセトロン塩酸塩 アステラス製薬 85.80 劇
内 622267701 イリボーＯＤ錠５μｇ ５μｇ１錠 ラモセトロン塩酸塩 アステラス製薬 140.20 劇
内 622289401 ウェルビー錠０．６２５ｍｇ ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 サンド 9.60 局 後発品
内 620494601 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 ニプロ 6.00 局 後発品
内 620494501 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 テバ製薬 5.60 局 後発品
内 620495501 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＮＰ」 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 ニプロ 6.20 局 後発品
内 620495301 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テバ」 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸 テバ製薬 5.80 局 後発品
内 622294601 エスワンエヌピー配合カプセルＴ２０ ２０ｍｇ１カプセル（テガフール相

当量）
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 ニプロ 430.00 劇 後発品

内 622294701 エスワンエヌピー配合カプセルＴ２５ ２５ｍｇ１カプセル（テガフール相
当量）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 ニプロ 517.30 劇 後発品

内 622285701 エスワンメイジ配合カプセルＴ２０ ２０ｍｇ１カプセル（テガフール相
当量）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 430.00 劇 後発品

内 622285801 エスワンメイジ配合カプセルＴ２５ ２５ｍｇ１カプセル（テガフール相
当量）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 517.30 劇 後発品

内 621401401 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 沢井製薬 10.50 局 後発品
内 621401701 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 沢井製薬 14.40 局 後発品
内 621890901 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩 沢井製薬 21.80 局 後発品
内 621679001 エパルレスタット錠５０ｍｇ「オーハラ」 ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット 大原薬品工業 43.70 局 後発品
内 621683201 エパルレスタット錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット 東和薬品 43.70 後発品
内 622120902 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 キョーリンリメディオ 24.00 後発品
内 621486602 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏林」 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩 キョーリンリメディオ 37.90 後発品
内 620193018 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩 ニプロ 5.60 後発品
内 620193017 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 620427001 Ｌ－グルタミン顆粒９９％「ＮＰ」 ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン ニプロ 6.20 後発品
内 620947403 オキサトミド錠３０ｍｇ「ケミファ」 ３０ｍｇ１錠 オキサトミド 日本薬品工業 21.70 後発品
内 622303501 オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 ５ｍｇ１カプセル オキシコドン塩酸塩水和物 帝國製薬 103.30 麻 劇 後発品
内 622303601 オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テルモ」 １０ｍｇ１カプセル オキシコドン塩酸塩水和物 帝國製薬 190.20 麻 劇 後発品
内 622303701 オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テルモ」 ２０ｍｇ１カプセル オキシコドン塩酸塩水和物 帝國製薬 350.00 麻 劇 後発品
内 622303801 オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テルモ」 ４０ｍｇ１カプセル オキシコドン塩酸塩水和物 帝國製薬 644.40 麻 劇 後発品Page 2
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製剤区分 レセコード 品名 規格単位 一般名 会社名 薬価 局 ※ 麻 毒向覚 劇 後発品
内 622187502 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩 陽進堂 4.50 後発品
内 622055702 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 622303901 オキノーム散２０ｍｇ ２０ｍｇ１包 オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義製薬 521.60 麻 劇
内 621753103 オフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１錠 オフロキサシン 長生堂製薬 20.80 後発品
内 621630502 オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「マイラン」 ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール マイラン製薬 64.80 後発品
内 621977902 オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「マイラン」 １０ｍｇ１錠 オメプラゾール マイラン製薬 40.00 局 後発品
内 622277001 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 興和 28.40 後発品
内 622277101 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 興和 36.10 後発品
内 622265601 カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド アストラゼネカ 957.30 劇
内 621365713 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル 日医工 5.60 後発品
内 620882215 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「フソー」 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩 ダイト 22.30 後発品
内 620542701 カリジノゲナーゼ錠２５単位「ＮＰ」 ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ ニプロ 5.60 後発品
内 620543101 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ 東和薬品 5.60 後発品
内 620544001 カリジノゲナーゼ錠５０単位「ＮＰ」 ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ ニプロ 9.80 後発品
内 620544803 カリジノゲナーゼ錠５０単位「テバ」 ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ テバ製薬 5.60 後発品
内 620544901 カリジノゲナーゼ錠５０単位「トーワ」 ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ 東和薬品 5.60 後発品
内 620678136 カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「テバ」 ０．２５μｇ１カプセル カルシトリオール 大正薬品工業 8.40 劇 後発品
内 621770001 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩 日医工 5.60 後発品
内 622272201 カルデナリンＯＤ錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 ファイザー 20.30
内 622272301 カルデナリンＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 ファイザー 32.90
内 622272401 カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 ファイザー 59.70
内 622273501 カルデナリンＯＤ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 ファイザー 113.30
内 622302601 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 ３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 辰巳化学 5.60 後発品

内 620383702 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン テバ製薬 5.60 後発品
内 621835501 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン テバ製薬 7.90 後発品
内 620384402 カルボシステインシロップ小児用５％「テバ」 ５％１ｍＬ カルボシステイン テバ製薬 2.60 後発品
内 620846203 肝臓加水分解物腸溶錠１００ｍｇ「ＮＰ」 １００ｍｇ１錠 肝臓加水分解物 ニプロ 5.60 後発品
内 622288601 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄ナトリウム 日本ジェネリック 5.60 後発品
内 620873202 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＫＮ」 ４０ｍｇ１錠 グリクラジド 小林化工 8.20 劇 後発品
内 622141302 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＫＮ」 ２０ｍｇ１錠 グリクラジド 小林化工 8.20 劇 後発品
内 622271201 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 １ｍｇ１錠 グリメピリド 日医工 10.30 劇 後発品
内 622271301 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 ３ｍｇ１錠 グリメピリド 日医工 24.40 劇 後発品
内 622271101 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「日医工」 ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド 日医工 8.70 劇 後発品
内 620537302 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍｇ「ＫＮ」 ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル 小林化工 64.10 後発品
内 620946208 ケトチフェンドライシロップ小児用０．１％「フソー」 ０．１％１ｇ ケトチフェンフマル酸塩 ダイト 18.10 後発品
内 622103602 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「テバ」 ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン テバ製薬 31.00 後発品
内 621443001 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ「テバ」 ２５０ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン テバ製薬 18.50 後発品
内 621623201 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「テバ」 ８０ｍｇ１錠 ザルトプロフェン テバ製薬 11.50 局 劇 後発品
内 620402601 サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 ２ｍｇ１錠 サルブタモール硫酸塩 日医工 5.40 後発品
内 620357215 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠１ｍｇ「日医工」 １ｍｇ１錠 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 日医工 5.60 劇 後発品
内 620357421 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠２ｍｇ「日医工」 ２ｍｇ１錠 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 日医工 5.60 劇 後発品
内 620233635 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩 日医工 5.60 後発品
内 622096202 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 長生堂製薬 12.90 後発品
内 621946502 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 東和薬品 43.30 後発品
内 621489502 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 塩酸シプロフロキサシン 東和薬品 50.00 後発品
内 620429720 シメチジン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ２００ｍｇ１錠 シメチジン ニプロ 5.60 後発品
内 620429707 シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１錠 シメチジン 沢井製薬 5.60 後発品
内 621904001 シメチジン錠４００ｍｇ「ＮＰ」 ４００ｍｇ１錠 シメチジン ニプロ 7.00 後発品
内 620307026 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩 陽進堂 5.60 後発品
内 620307012 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「トーワ」 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 621941402 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩 陽進堂 9.30 後発品
内 621945702 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 ６０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩 東和薬品 9.30 後発品
内 621643601 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ５ｍｇ１錠 シンバスタチン サンノーバ 46.00 局 後発品
内 621524402 シンバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 ５ｍｇ１錠 シンバスタチン 大原薬品工業 35.70 局 後発品
内 621635202 シンバスタチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１錠 シンバスタチン 大原薬品工業 71.30 局 後発品
内 621635301 シンバスタチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 ２０ｍｇ１錠 シンバスタチン 大原薬品工業 218.50 局 後発品
内 620441301 スクラルファート細粒９０％「ツルハラ」 ９０％１ｇ スクラルファート水和物 鶴原製薬 6.20 後発品
内 620442002 スクラルファート顆粒９０％「日医工」 ９０％１ｇ スクラルファート水和物 日医工 6.20 後発品
内 620442603 スクラルファート内用液１０％「日医工」 １０％１ｍＬ スクラルファート水和物 日医工 2.90 後発品Page 3
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内 620266305 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＣＨ」 ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン 長生堂製薬 15.20 局 後発品
内 620266102 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン 鶴原製薬 5.60 局 後発品
内 621865103 スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 ５０ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩 長生堂製薬 36.40 後発品
内 621746603 スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩 長生堂製薬 36.40 後発品
内 621171751 精製水「ＮｉｋＰ」 １０ｍＬ 精製水 日医工 1.60 局
内 622271701 セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％「日医工」 １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩 日医工 162.60 後発品
内 621089701 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１カプセル セファクロル 東和薬品 23.40 局 後発品
内 621089501 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「日医工」 ２５０ｍｇ１カプセル セファクロル 日医工 23.40 局 後発品
内 621085602 セファレキシンドライシロップ小児用５０％「日医工」 ５００ｍｇ１ｇ セファレキシン 日医工 22.20 局 後発品
内 621889403 セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」 １００ｍｇ１ｇ セフジニル 長生堂製薬 62.30 局 後発品
内 621910002 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 ５０ｍｇ１カプセル セフジニル 長生堂製薬 37.20 局 後発品
内 621910102 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１カプセル セフジニル 長生堂製薬 41.80 局 後発品
内 621675801 セフテラムピボキシル細粒小児用１０％「日医工」 １００ｍｇ１ｇ セフテラム　ピボキシル 日医工 61.80 局 後発品
内 621744203 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１錠 セフポドキシム　プロキセチル 長生堂製薬 42.50 局 後発品
内 621744401 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 セフポドキシム　プロキセチル 東和薬品 48.20 局 後発品
内 622263901 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 １２ｍｇ１錠 センノシド 皇漢堂製薬 5.00 後発品
内 620480601 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 １２ｍｇ１錠 センノシド 沢井製薬 5.00 後発品
内 621278001 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 １２ｍｇ１錠 センノシド 東和薬品 5.00 後発品
内 621390801 ゾニサミド散２０％「アメル」 ２０％１ｇ ゾニサミド 共和薬品工業 39.90 劇 後発品
内 621390901 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１錠 ゾニサミド 共和薬品工業 20.90 劇 後発品
内 622279701 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩 東和薬品 42.80 向 後発品
内 622279601 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩 東和薬品 26.90 向 後発品
内 622280901 タクロリムス錠０．５ｍｇ「トーワ」 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 東和薬品 325.70 劇 後発品
内 622270501 タクロリムス錠０．５ｍｇ「日医工」 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 日医工 325.70 劇 後発品
内 622281001 タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 東和薬品 575.30 劇 後発品
内 622270601 タクロリムス錠１ｍｇ「日医工」 １ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 日医工 575.30 劇 後発品
内 622281101 タクロリムス錠１．５ｍｇ「トーワ」 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 東和薬品 802.50 劇 後発品
内 622281201 タクロリムス錠３ｍｇ「トーワ」 ３ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 東和薬品 1,417.50 劇 後発品
内 622281301 タクロリムス錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 東和薬品 2,156.10 劇 後発品
内 622270701 タクロリムス錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 タクロリムス水和物 日医工 2,156.10 劇 後発品
内 621979002 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「トーワ」 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩 東和薬品 41.80 後発品
内 621979102 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩 東和薬品 89.70 後発品
内 621679801 タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「オーハラ」 ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 大原薬品工業 28.10 後発品
内 621680001 タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「オーハラ」 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩 大原薬品工業 48.20 後発品
内 621173123 単シロップ「日医工」 １０ｍＬ 単シロップ 日医工 8.60 局
内 620162004 チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 ２５ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩 テバ製薬 5.60 局 後発品
内 621226101 チキジウム臭化物顆粒２％「ツルハラ」 ２％１ｇ チキジウム臭化物 鶴原製薬 11.80 後発品
内 622078002 チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「ツルハラ」 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物 鶴原製薬 5.80 後発品
内 622012702 チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物 東和薬品 5.80 後発品
内 621226401 チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「ツルハラ」 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物 鶴原製薬 5.90 後発品
内 621226301 チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物 東和薬品 5.90 後発品
内 621228130 チザニジン錠１ｍｇ「ＪＧ」 １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩 長生堂製薬 5.60 後発品
内 621228121 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰ」 １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩 ニプロ 5.60 後発品
内 620194201 チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩 テバ製薬 5.60 後発品
内 621166401 チニダゾール錠２００ｍｇ「Ｆ」 ２００ｍｇ１錠 チニダゾール 富士製薬工業 44.70 後発品
内 621166501 チニダゾール錠５００ｍｇ「Ｆ」 ５００ｍｇ１錠 チニダゾール 富士製薬工業 121.60 後発品
内 621745601 ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％「タカタ」 ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩 高田製薬 9.00 後発品
内 620936201 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」 ０．０４％１０ｍＬ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 東和薬品 12.40 後発品
内 622284701 テオフィリン錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 ５０ｍｇ１錠 テオフィリン 大正薬品工業 5.60 後発品
内 622304001 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「ツルハラ」 ５０ｍｇ１錠 テオフィリン 鶴原製薬 5.60 後発品
内 621369217 デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１０％「日医工」 １０％１ｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 日医工 9.10 劇 後発品

内 620374204 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 １５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 ニプロ 5.60 後発品

内 622266701 テノックス配合カプセルＴ２０ ２０ｍｇ１カプセル（テガフール相
当量）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 あすか製薬 430.00 劇 後発品

内 622266801 テノックス配合カプセルＴ２５ ２５ｍｇ１カプセル（テガフール相
当量）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 あすか製薬 517.30 劇 後発品

内 621398701 デノパミン錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 デノパミン 日医工 17.20 後発品
内 621398901 デノパミン錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 デノパミン 日医工 28.70 後発品Page 4
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内 622275701 テメラール配合カプセルＴ２０ ２０ｍｇ１カプセル（テガフール相

当量）
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 共和薬品工業 430.00 劇 後発品

内 622275801 テメラール配合カプセルＴ２５ ２５ｍｇ１カプセル（テガフール相
当量）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 共和薬品工業 517.30 劇 後発品

内 621726702 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩 沢井製薬 110.40 後発品
内 622125302 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 ニプロ 9.10 局 後発品
内 622110102 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「トーワ」 ０．５ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 東和薬品 9.20 局 後発品
内 621628601 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＰ」 １ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 ニプロ 10.00 局 後発品
内 621636601 ドキサゾシン錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 東和薬品 16.00 局 後発品
内 621628701 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＰ」 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 ニプロ 17.10 局 後発品
内 621636701 ドキサゾシン錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 東和薬品 32.40 局 後発品
内 622125402 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＮＰ」 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 ニプロ 28.90 局 後発品
内 622110202 ドキサゾシン錠４ｍｇ「トーワ」 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩 東和薬品 64.50 局 後発品
内 620353202 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「ＮＰ」 １００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステル ニプロ 5.40 後発品
内 620353601 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステル 沢井製薬 5.60 後発品
内 622101002 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「テバ」 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 テバ製薬 167.00 局 劇 後発品
内 622101102 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 テバ製薬 249.20 局 劇 後発品
内 622101202 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 テバ製薬 167.00 劇 後発品
内 622101302 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 テバ製薬 249.20 劇 後発品
内 622287901 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 ビオメディクス 429.00 局 劇 後発品
内 622286901 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 第一三共エスファ 429.00 局 劇 後発品
内 622290001 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 大日本住友製薬 429.00 局 劇 後発品
内 622297801 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 富士フイルムファーマ 429.00 局 劇 後発品
内 622288801 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日本ジェネリック 429.00 局 劇 後発品
内 622294101 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 ニプロ 429.00 局 劇 後発品
内 622277201 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日本薬品工業 386.10 局 劇 後発品
内 622303001 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 辰巳化学 429.00 局 劇 後発品
内 622304201 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 鶴原製薬 429.00 局 劇 後発品
内 622284401 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 大正薬品工業 429.00 局 劇 後発品
内 622273401 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 陽進堂 429.00 局 劇 後発品
内 622276001 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 共和薬品工業 429.00 局 劇 後発品
内 622277601 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 大原薬品工業 429.00 局 劇 後発品
内 622298601 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 シオノケミカル 429.00 局 劇 後発品
内 622268901 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 キョーリンリメディオ 429.00 局 劇 後発品
内 622297501 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日本ケミファ 429.00 局 劇 後発品
内 622295801 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 沢井製薬 429.00 局 劇 後発品
内 622274701 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 高田製薬 429.00 局 劇 後発品
内 622273701 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 田辺三菱製薬 429.00 局 劇 後発品
内 622284201 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 テバ製薬 429.00 局 劇 後発品
内 622279901 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 東和薬品 429.00 局 劇 後発品
内 622270201 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日医工 429.00 局 劇 後発品
内 622282401 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日新製薬（山形） 429.00 局 劇 後発品
内 622285901 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「明治」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 429.00 局 劇 後発品
内 622287001 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 第一三共エスファ 429.00 劇 後発品
内 622289901 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 大日本住友製薬 429.00 劇 後発品
内 622297901 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 富士フイルムファーマ 429.00 劇 後発品
内 622288701 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日本ジェネリック 429.00 劇 後発品
内 622304101 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＯ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 寿製薬 429.00 劇 後発品
内 622294001 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 ニプロ 429.00 劇 後発品
内 622277301 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日本薬品工業 386.10 劇 後発品
内 622303101 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 辰巳化学 429.00 劇 後発品
内 622284501 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 大正薬品工業 429.00 劇 後発品
内 622269801 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 陽進堂 429.00 劇 後発品
内 622268301 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 全星薬品工業 429.00 劇 後発品
内 622275901 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 共和薬品工業 429.00 劇 後発品
内 622277701 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 大原薬品工業 429.00 劇 後発品
内 622298901 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 シオノケミカル 429.00 劇 後発品
内 622269001 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 キョーリンリメディオ 429.00 劇 後発品
内 622287201 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日本ケミファ 429.00 劇 後発品
内 622295701 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 沢井製薬 429.00 劇 後発品Page 5
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内 622289701 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 サンド 429.00 劇 後発品
内 622274801 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 高田製薬 429.00 劇 後発品
内 622273801 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 田辺三菱製薬 429.00 劇 後発品
内 622284301 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 テバ製薬 429.00 劇 後発品
内 622280001 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 東和薬品 429.00 劇 後発品
内 622270301 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日医工 429.00 劇 後発品
内 622282501 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 日新製薬（山形） 429.00 劇 後発品
内 622286001 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 429.00 劇 後発品
内 622284901 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「モチダ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 ダイト 429.00 劇 後発品
内 622291601 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ「ＥＥ」 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩 救急薬品工業 429.00 劇 後発品
内 622294201 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩 ニプロ 441.80 劇 後発品
内 622270401 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１個 ドネペジル塩酸塩 日医工 441.80 劇 後発品
内 622273901 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「タナベ」 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩 田辺三菱製薬 149.80 劇 後発品
内 622274001 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「タナベ」 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩 田辺三菱製薬 223.50 劇 後発品
内 622274101 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「タナベ」 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩 田辺三菱製薬 384.70 劇 後発品
内 622279801 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ドネペジル塩酸塩 東和薬品 384.70 劇 後発品
内 621361522 トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 トフィソパム 日医工 5.60 後発品
内 620806101 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「三恵」 ２５０ｍｇ１錠 トラネキサム酸 三恵薬品 6.30 局 後発品
内 620316413 トラピジル錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 トラピジル 日医工 5.60 後発品
内 621769601 トラピジル錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 トラピジル 日医工 5.60 後発品
内 621526102 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「オーハラ」 ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル 大原薬品工業 15.20 後発品
内 621865301 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「トーワ」 ０．５ｍｇ１錠 トランドラプリル 東和薬品 25.80 後発品
内 621526202 トランドラプリル錠１ｍｇ「オーハラ」 １ｍｇ１錠 トランドラプリル 大原薬品工業 19.10 後発品
内 621526301 トランドラプリル錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 トランドラプリル 東和薬品 32.70 後発品
内 622095902 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＣＨ」 ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 長生堂製薬 5.60 向 後発品
内 620037205 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム 長生堂製薬 6.10 向 後発品
内 620119927 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ「ＣＨ」 ２ｍｇ１錠 トリヘキシフェニジル塩酸塩 長生堂製薬 8.60 局
内 620120303 トリヘキシフェニジル塩酸塩散１％「ＣＨ」 １％１ｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩 長生堂製薬 19.80 後発品
内 620505505 トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「ツルハラ」 ２０％１ｇ トリメブチンマレイン酸塩 鶴原製薬 7.20 後発品
内 620505720 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「ツルハラ」 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩 鶴原製薬 5.60 後発品
内 620505715 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩 東和薬品 5.60 後発品
内 620502303 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 ドンペリドン 長生堂製薬 5.60 後発品
内 622117202 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 ５ｍｇ１錠 ドンペリドン 陽進堂 5.60 後発品
内 621371653 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 ドンペリドン 長生堂製薬 5.60 後発品
内 621371624 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 ドンペリドン 陽進堂 5.60 後発品
内 621527102 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 １５０ｍｇ１錠 ニザチジン 陽進堂 13.40 後発品
内 621476202 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オーハラ」 １５０ｍｇ１カプセル ニザチジン 大原薬品工業 26.80 局 後発品
内 621526902 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＹＤ」 ７５ｍｇ１カプセル ニザチジン 陽進堂 11.50 局 後発品
内 621477102 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オーハラ」 ７５ｍｇ１カプセル ニザチジン 大原薬品工業 16.60 局 後発品
内 620359102 ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン ニプロ 9.60 局 後発品
内 621405701 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日新」 ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン 日新製薬（山形） 9.60 局 後発品
内 621470902 ニソルジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 ５ｍｇ１錠 ニソルジピン 陽進堂 16.50 劇 後発品
内 622117002 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 ニソルジピン 陽進堂 28.10 劇 後発品
内 620034901 ニトラゼパム錠５ｍｇ「イセイ」 ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム イセイ 5.40 向 後発品
内 620034702 ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム テバ製薬 5.40 向 後発品
内 620327001 ニトレンジピン錠５ｍｇ「三和」 ５ｍｇ１錠 ニトレンジピン 三和化学研究所 8.70 局 後発品
内 622029402 ニフェジピンカプセル５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１カプセル ニフェジピン 大正薬品工業 5.60 劇 後発品
内 620323403 ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ１カプセル ニフェジピン 大正薬品工業 5.60 劇 後発品
内 621992803 乳糖水和物（結晶）「ＮｉｋＰ」 １０ｇ 乳糖水和物 日医工 18.60 局
内 621992902 乳糖水和物（粉末）「日医工」 １０ｇ 乳糖水和物 日医工 18.60 局
内 621469201 ニルバジピン錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 ニルバジピン 沢井製薬 9.60 局 劇 後発品
内 621469401 ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 ４ｍｇ１錠 ニルバジピン 沢井製薬 16.30 局 劇 後発品
内 621173917 ハッカ水「日医工」 １０ｍＬ ハッカ水 日医工 7.80 局
内 622292601 バラシクロビル顆粒５０％「ＭＥＥＫ」 ５０％１ｇ バラシクロビル塩酸塩 小林化工 323.80 後発品
内 622281701 バラシクロビル顆粒５０％「トーワ」 ５０％１ｇ バラシクロビル塩酸塩水和物 東和薬品 323.80 後発品
内 622271501 バラシクロビル顆粒５０％「日医工」 ５０％１ｇ バラシクロビル塩酸塩 日医工 323.80 後発品
内 622286101 バラシクロビル顆粒５０％「明治」 ５０％１ｇ バラシクロビル塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 323.80 後発品
内 622266101 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＣＥＯ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 セオリアファーマ 268.90 後発品
内 622304501 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＫ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩水和物 大興製薬 268.90 後発品
内 622286801 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 第一三共エスファ 268.90 後発品Page 6
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内 622291701 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 エルメッド　エーザイ 268.90 後発品
内 622295101 バラシクロビル錠５００ｍｇ「Ｆ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 富士製薬工業 268.90 後発品
内 622297701 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＦＦＰ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 富士フイルムファーマ 268.90 後発品
内 622287801 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＪＧ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 日本ジェネリック 268.90 後発品
内 622276901 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＫＯＧ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 興和 268.90 後発品
内 622292701 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 小林化工 268.90 後発品
内 622297001 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 ニプロ 268.90 後発品
内 622301701 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＰＰ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 ポーラファルマ 268.90 後発品
内 622302701 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 辰巳化学 268.90 後発品
内 622269901 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＹＤ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 陽進堂 268.90 後発品
内 622276101 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アメル」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 共和薬品工業 268.90 後発品
内 622304301 バラシクロビル錠５００ｍｇ「イワキ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 岩城製薬 268.90 後発品
内 622277801 バラシクロビル錠５００ｍｇ「オーハラ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 エール薬品 268.90 後発品
内 622298701 バラシクロビル錠５００ｍｇ「科研」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩水和物 シオノケミカル 268.90 後発品
内 622269301 バラシクロビル錠５００ｍｇ「杏林」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 キョーリンリメディオ 268.90 後発品
内 622287401 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 日本ケミファ 268.90 後発品
内 622268601 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サトウ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 佐藤製薬 268.90 後発品
内 622295901 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 沢井製薬 268.90 後発品
内 622293201 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 三和化学研究所 268.90 後発品
内 622304401 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ツルハラ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 鶴原製薬 268.90 後発品
内 622283301 バラシクロビル錠５００ｍｇ「テバ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 テバ製薬 268.90 後発品
内 622281801 バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩水和物 東和薬品 268.90 後発品
内 622271401 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医工」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 日医工 268.90 後発品
内 622295201 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓器」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 東洋カプセル 268.90 後発品
内 622273001 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ファイザー」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 ファイザー 268.90 後発品
内 622286501 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 268.90 後発品
内 622275501 バラシクロビル錠５００ｍｇ「わかもと」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩 わかもと製薬 268.90 後発品
内 622285501 バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 ５００ｍｇ１包 バラシクロビル塩酸塩 持田製薬 313.70 後発品
内 622276201 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム 共和薬品工業 8.10 後発品
内 622283501 パロキセチン錠１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 テバ製薬 63.40 劇 後発品
内 622283601 パロキセチン錠２０ｍｇ「テバ」 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 テバ製薬 110.90 劇 後発品
内 622283401 パロキセチン錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物 テバ製薬 36.20 劇 後発品
内 621508701 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「アメル」 ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール 共和薬品工業 5.90 局 劇 後発品
内 621392301 ハロペリドール錠１ｍｇ「アメル」 １ｍｇ１錠 ハロペリドール 共和薬品工業 5.90 局 劇 後発品
内 621508801 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「アメル」 １．５ｍｇ１錠 ハロペリドール 共和薬品工業 6.00 局 劇 後発品
内 621392401 ハロペリドール錠２ｍｇ「アメル」 ２ｍｇ１錠 ハロペリドール 共和薬品工業 6.10 局 劇 後発品
内 620145304 ハロペリドール錠３ｍｇ「アメル」 ３ｍｇ１錠 ハロペリドール 共和薬品工業 6.30 局 劇 後発品
内 620695916 パンテチン散２０％「テバ」 ２０％１ｇ パンテチン 大正薬品工業 6.20 後発品
内 620491206 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 ０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム水和物 長生堂製薬 9.90 後発品
内 621399401 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 東和薬品 28.50 局 後発品
内 621399602 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 日医工 18.30 局 後発品
内 621400001 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 東和薬品 54.10 局 後発品
内 621400502 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 日医工 24.80 局 後発品
内 622267901 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「ＺＥ」 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 全星薬品工業 9.60 局 後発品
内 622296701 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「サワイ」 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 沢井製薬 9.60 局 後発品
内 622284601 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「テバ」 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 テバ製薬 9.60 局 後発品
内 622271001 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「日医工」 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 日医工 10.00 局 後発品
内 622296801 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「日新」 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩 日新製薬（山形） 9.60 局 後発品
内 622304601 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＫＯ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 寿製薬 39.80 後発品
内 622268001 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＺＥ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 全星薬品工業 39.80 後発品
内 622283701 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「テバ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム テバ製薬 39.80 後発品
内 622271801 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「日医工」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 日医工 39.80 後発品
内 622285001 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「モチダ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 持田製薬 39.80 後発品
内 622304701 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＫＯ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 寿製薬 75.50 後発品
内 622268101 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＺＥ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 全星薬品工業 75.50 後発品
内 622283801 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「テバ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム テバ製薬 75.50 後発品
内 622271901 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「日医工」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 日医工 75.50 後発品
内 622285101 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「モチダ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 持田製薬 75.50 後発品
内 622268201 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＺＥ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 全星薬品工業 143.20 後発品
内 622291801 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＥＥ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム エルメッド　エーザイ 39.80 後発品Page 7
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内 622298001 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 富士フイルムファーマ 39.80 後発品
内 622292301 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 小林化工 39.80 後発品
内 622294301 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＮＰ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム ニプロ 39.80 後発品
内 622302801 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 辰巳化学 39.80 後発品
内 622270001 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＹＤ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 陽進堂 39.80 後発品
内 622276301 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「アメル」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 共和薬品工業 39.80 後発品
内 622299001 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「科研」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム ダイト 39.80 後発品
内 622269101 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「杏林」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム キョーリンリメディオ 39.80 後発品
内 622297101 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ケミファ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 日本ケミファ 39.80 後発品
内 622296001 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 沢井製薬 39.80 後発品
内 622289501 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サンド」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム サンド 39.80 後発品
内 622293301 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 三和化学研究所 39.80 後発品
内 622274901 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「タカタ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 高田製薬 39.80 後発品
内 622304801 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ツルハラ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 鶴原製薬 39.80 後発品
内 622280201 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 東和薬品 39.80 後発品
内 622282201 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「日新」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 日新製薬（山形） 39.80 後発品
内 622273101 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファイザー」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム ファイザー 39.80 後発品
内 622286201 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 39.80 後発品
内 622291901 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＥＥ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム エルメッド　エーザイ 75.50 後発品
内 622298101 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＦＦＰ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 富士フイルムファーマ 75.50 後発品
内 622292401 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 小林化工 75.50 後発品
内 622294401 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＮＰ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム ニプロ 75.50 後発品
内 622302901 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 辰巳化学 75.50 後発品
内 622270101 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＹＤ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 陽進堂 75.50 後発品
内 622276401 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「アメル」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 共和薬品工業 75.50 後発品
内 622299101 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「科研」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム ダイト 75.50 後発品
内 622269201 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「杏林」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム キョーリンリメディオ 75.50 後発品
内 622297201 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ケミファ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 日本ケミファ 75.50 後発品
内 622296101 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 沢井製薬 75.50 後発品
内 622289601 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サンド」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム サンド 75.50 後発品
内 622293401 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「三和」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 三和化学研究所 75.50 後発品
内 622275001 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「タカタ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 高田製薬 75.50 後発品
内 622304901 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ツルハラ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 鶴原製薬 75.50 後発品
内 622280301 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 東和薬品 75.50 後発品
内 622282301 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「日新」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 日新製薬（山形） 75.50 後発品
内 622273201 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイザー」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム ファイザー 75.50 後発品
内 622286301 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 75.50 後発品
内 622292001 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＥＥ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム エルメッド　エーザイ 143.20 後発品
内 622298201 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＦＦＰ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 富士フイルムファーマ 143.20 後発品
内 622292501 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 小林化工 143.20 後発品
内 622294501 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＮＰ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム ニプロ 143.20 後発品
内 622276501 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「アメル」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 共和薬品工業 143.20 後発品
内 622296201 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サワイ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 沢井製薬 143.20 後発品
内 622275101 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「タカタ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 高田製薬 143.20 後発品
内 622280401 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「トーワ」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 東和薬品 143.20 後発品
内 622273301 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ファイザー」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム ファイザー 143.20 後発品
内 622286401 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」 ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 143.20 後発品
内 622280501 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 東和薬品 39.80 後発品
内 622280601 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 東和薬品 75.50 後発品
内 620264701 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド 東和薬品 5.60 後発品
内 622142502 ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トーワ」 １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド 東和薬品 5.60 後発品
内 622280101 ヒドロクロロチアジドＯＤ錠１２．５ｍｇ「トーワ」 １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド 東和薬品 5.60 後発品
内 620169001 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル顆粒２０％「日医工」 ２０％１ｇ ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル 日医工 6.20 後発品

内 620169201 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル 日医工 5.60 後発品

内 622288301 ピモベンダン錠０．６２５ｍｇ「ＴＥ」 ０．６２５ｍｇ１錠 ピモベンダン 三全製薬 40.40 後発品
内 620253703 ピンドロール錠５ｍｇ「イセイ」 ５ｍｇ１錠 ピンドロール イセイ 5.60 劇 後発品
内 620253729 ピンドロール錠５ｍｇ「ツルハラ」 ５ｍｇ１錠 ピンドロール 鶴原製薬 5.60 劇 後発品
内 621474502 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｍｇ１錠 ファモチジン ニプロ 9.60 局 後発品Page 8
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内 621642601 ファモチジン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 １０ｍｇ１錠 ファモチジン 鶴原製薬 9.60 局 後発品
内 622231101 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＣＥＯ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 セオリアファーマ 45.40 局 後発品
内 622291301 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＪＧ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 日本ジェネリック 45.40 局 後発品
内 622296601 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 沢井製薬 45.40 後発品
内 622275301 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「タカタ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 高田製薬 45.40 局 後発品
内 622231001 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＣＥＯ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 セオリアファーマ 35.40 局 後発品
内 622291201 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＪＧ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 日本ジェネリック 35.40 局 後発品
内 622296501 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 沢井製薬 35.40 後発品
内 622275201 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「タカタ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 高田製薬 35.40 局 後発品
内 622231301 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＣＥＯ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 セオリアファーマ 45.40 後発品
内 622292101 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＥＥ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 エルメッド　エーザイ 52.90 後発品
内 622292201 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＫＮ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 小林化工 52.90 後発品
内 622296401 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「サワイ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 沢井製薬 45.40 後発品
内 622231201 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「ＣＥＯ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 セオリアファーマ 35.40 後発品
内 622296301 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩 沢井製薬 35.40 後発品
内 622281401 フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％「トーワ」 ６％１ｇ フェキソフェナジン塩酸塩 東和薬品 99.20 後発品
内 620401303 フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小児用０．５％「オーハラ」 ０．５％１ｇ フェノテロール臭化水素酸塩 大原薬品工業 36.20 劇 後発品
内 621694001 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＥＥ」 ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム サンノーバ 26.90 局 後発品
内 621525701 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 辰巳化学 19.20 局 後発品
内 621523101 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「フソー」 ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 扶桑薬品工業 19.20 局 後発品
内 621533601 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム サンノーバ 47.90 局 後発品
内 621525801 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 辰巳化学 32.80 局 後発品
内 621523201 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「フソー」 １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム 扶桑薬品工業 38.00 局 後発品
内 620564319 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「フソー」 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩 ダイト 10.40 後発品
内 622272601 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ファイザー」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 マイラン製薬 29.60 劇 後発品
内 622272701 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 マイラン製薬 101.30 劇 後発品
内 621769402 プレミネント配合錠ＬＤ １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド ＭＳＤ 146.40
内 621369618 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「テバ」 ０．０２５ｍｇ１錠 プロカテロール塩酸塩水和物 大正薬品工業 5.60 後発品
内 622276601 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」 ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム 共和薬品工業 6.10 向 後発品
内 620386901 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「イセイ」 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩 イセイ 5.00 後発品
内 620387003 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩 日医工 5.00 後発品
内 620387901 ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％「イセイ」 ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩 イセイ 1.40 後発品
内 622096102 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート 長生堂製薬 6.30 局 後発品
内 620341301 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 ベザフィブラート 東和薬品 6.30 局 後発品
内 621469501 ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩 テバ製薬 21.80 後発品
内 621469801 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ１錠 ベタキソロール塩酸塩 テバ製薬 32.80 後発品
内 620235201 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩 東和薬品 6.00 局 後発品
内 622142302 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「トーワ」 １２ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩 東和薬品 6.30 局 後発品
内 621481601 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＡＦＰ」 ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム シオノケミカル 46.20 局 劇 後発品
内 621481801 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「テバ」 ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム テバ製薬 24.80 局 劇 後発品
内 621526401 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「テバ」 ４０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム テバ製薬 60.60 局 劇 後発品
内 621689701 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン 東和薬品 41.40 後発品
内 621689801 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「トーワ」 ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン 東和薬品 72.20 後発品
内 620683301 ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 ベンフォチアミン 東和薬品 5.60 後発品
内 620938601 ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩 ニプロ 5.40 後発品
内 621941502 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 ５ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 陽進堂 9.90 局 劇 後発品
内 621641101 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 陽進堂 14.80 局 劇 後発品
内 621641201 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ２０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩 陽進堂 25.50 局 劇 後発品
内 620763102 マルツエキス（高田） １ｇ マルツエキス 高田製薬 6.40 ※
内 621641302 マルツエキス分包（高田） １ｇ マルツエキス 高田製薬 6.40 ※
内 622283901 ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍｇ「テバ」 ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸　モフェチル テバ製薬 207.80 劇 後発品
内 622272501 ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍｇ「ファイザー」 ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸　モフェチル マイラン製薬 207.80 劇 後発品
内 621124301 ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 ２０ｍｇ１ｇ ミノサイクリン塩酸塩 沢井製薬 12.00 後発品
内 621124801 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩 沢井製薬 17.10 局 後発品
内 621125101 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩 東和薬品 17.10 局 後発品
内 621125401 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩 沢井製薬 30.10 局 後発品
内 621125701 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩 東和薬品 30.10 局 後発品
内 620933702 メキタジン錠３ｍｇ「日医工」 ３ｍｇ１錠 メキタジン 日医工 5.60 後発品
内 622288901 メコバラミン錠２５０μｇ「ＪＧ」 ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン 日本ジェネリック 5.60 後発品
内 622289001 メコバラミン錠５００μｇ「ＪＧ」 ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン 日本ジェネリック 5.60 後発品Page 9
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内 620708634 メコバラミン錠５００μｇ「ＮＰ」 ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン ニプロ 5.60 後発品
内 620499905 メトクロプラミド細粒２％「ツルハラ」 ２％１ｇ メトクロプラミド 鶴原製薬 6.20 劇 後発品
内 620501101 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツルハラ」 ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド 鶴原製薬 5.60 局 後発品
内 622117102 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 陽進堂 6.30 局 劇 後発品
内 620290106 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 東和薬品 6.30 局 劇 後発品
内 621366715 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「ＹＤ」 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 陽進堂 6.30 局 劇 後発品
内 621366706 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「トーワ」 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩 東和薬品 6.30 局 劇 後発品
内 621804203 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＣＨ」 １５ｍｇ１カプセル メナテトレノン 長生堂製薬 20.90 後発品
内 620174801 メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ「ツルハラ」 ７．５ｍｇ１錠 メペンゾラート臭化物 鶴原製薬 5.60 後発品
内 620242343 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「日新」 １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン 日新製薬（山形） 5.60 後発品
内 622064102 ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「日新」 ５ｍｇ１カプセル ユビデカレノン 日新製薬（山形） 5.60 後発品
内 621408401 ラニチジン錠１５０ｍｇ「サワイ」 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩 沢井製薬 8.70 後発品
内 621408501 ラニチジン錠１５０ｍｇ「トーワ」 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩 東和薬品 8.70 後発品
内 621409301 ラニチジン錠７５ｍｇ「サワイ」 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩 沢井製薬 6.40 後発品
内 621409401 ラニチジン錠７５ｍｇ「トーワ」 ７５ｍｇ１錠 ラニチジン塩酸塩 東和薬品 6.40 後発品
内 622289101 ラベキュアパック４００ １シート ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・ク

ラリスロマイシン
エーザイ 544.20

内 622289201 ラベキュアパック８００ １シート ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・ク
ラリスロマイシン

エーザイ 721.40

内 620289301 ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩 東和薬品 6.10 局 劇 後発品
内 620289701 ラベタロール塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩 東和薬品 9.60 局 劇 後発品
内 622289301 ラベファインパック １シート ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メ

トロニダゾール
エーザイ 438.60

内 622287601 リバロＯＤ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム 興和 238.70
内 620690301 リボフラビン酪酸エステル顆粒１０％「イセイ」 １０％１ｇ リボフラビン酪酸エステル イセイ 6.20 後発品
内 620690701 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「イセイ」 ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル イセイ 5.40 後発品
内 622266901 リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 ５０ｍｇ１錠 リルゾール ダイト 1,106.00 後発品
内 621693303 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン 長生堂製薬 26.90 後発品
内 621215401 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ツルハラ」 ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物 鶴原製薬 5.60 後発品
内 620049101 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム 沢井製薬 5.00 向 後発品
内 620049401 ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠 ロラゼパム 沢井製薬 5.60 向 後発品
注 621384303 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１管 アシクロビル 東和薬品 872.00 局 後発品
注 621384414 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル 東和薬品 872.00 局 後発品
注 622297301 アリプロスト注シリンジ５μｇ ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル 富士製薬工業 1,869.00 局 劇 後発品
注 622297401 アリプロスト注シリンジ１０μｇ １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル 富士製薬工業 2,234.00 局 劇 後発品
注 622286601 イオパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ ６４．７１％１１０ｍＬ１筒 イオヘキソール 富士製薬工業 7,525.00 後発品
注 622027602 イオパミドール３００注２０ｍＬ「ＨＫ」 ６１．２４％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール 光製薬 1,761.00 後発品
注 621185703 イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ「ＨＫ」 ６１．２４％１００ｍＬ１筒 イオパミドール 光製薬 4,548.00 後発品
注 621185603 イオパミドール３００注シリンジ５０ｍＬ「ＨＫ」 ６１．２４％５０ｍＬ１筒 イオパミドール 光製薬 3,375.00 後発品
注 622027402 イオパミドール３００注シリンジ８０ｍＬ「ＨＫ」 ６１．２４％８０ｍＬ１筒 イオパミドール 光製薬 4,326.00 後発品
注 621695502 イオヘキソール３００注バッグ１００ｍＬ「ＨＫ」 ６４．７１％１００ｍＬ１袋 イオヘキソール 光製薬 5,913.00 後発品
注 621535301 イオベリン３００注１０ｍＬ ６４．７１％１０ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 796.00 後発品
注 621535401 イオベリン３００注２０ｍＬ ６４．７１％２０ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 1,289.00 後発品
注 621490501 イオベリン３００注５０ｍＬ ６４．７１％５０ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 3,483.00 局 後発品
注 621452901 イオベリン３００注１００ｍＬ ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 5,465.00 局 後発品
注 621535501 イオベリン３５０注２０ｍＬ ７５．４９％２０ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 1,795.00 後発品
注 621535601 イオベリン３５０注５０ｍＬ ７５．４９％５０ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 4,178.00 局 後発品
注 621453301 イオベリン３５０注１００ｍＬ ７５．４９％１００ｍＬ１瓶 イオヘキソール テバ製薬 6,861.00 局 後発品
注 621604701 イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩 沢井製薬 437.00 局 後発品
注 621695601 イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ「サワイ」 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩 沢井製薬 887.00 局 後発品
注 622267501 オムニパーク３５０注シリンジ４５ｍＬ ７５．４９％４５ｍＬ１筒 イオヘキソール 第一三共 4,847.00
注 621626501 キシリトール注２０％シリンジ「ＮＰ」 ２０％２０ｍＬ１筒 キシリトール ニプロ 197.00 後発品
注 621810102 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＦＦＰ」 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン塩酸塩 シオノケミカル 1,563.00 劇 後発品
注 621810802 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＦＦＰ」 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン塩酸塩 シオノケミカル 2,400.00 劇 後発品
注 622111302 クリンダマイシンリン酸エステル注３００ｍｇ「トーワ」 ３００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル 東和薬品 188.00 局 後発品
注 621065201 クリンダマイシンリン酸エステル注６００ｍｇ「トーワ」 ６００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル 東和薬品 270.00 局 後発品
注 622272901 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ファイザー」 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン塩酸塩 ファイザー 2,596.00 劇 後発品
注 622272801 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ファイザー」 １ｇ１瓶 ゲムシタビン塩酸塩 ファイザー 12,618.00 劇 後発品
注 622305001 シアノキット注射用５ｇセット ５ｇ１瓶（溶解液付） ヒドロキソコバラミン メルクセローノ 88,629.00
注 622283001 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 １ｇ１瓶 シタラビン テバ製薬 8,403.00 劇 後発品Page 10
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注 622282901 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 ４００ｍｇ１瓶 シタラビン テバ製薬 3,796.00 劇 後発品
注 620431902 シメチジン注射液２００ｍｇ「サワイ」 １０％２ｍＬ１管 シメチジン 沢井製薬 56.00 後発品
注 621836501 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「テバ」 ５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム水和物 テバ製薬 382.00 後発品
注 621555101 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「テバ」 １ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム水和物 テバ製薬 444.00 後発品
注 622305100 チオ硫酸ナトリウム注射液 １０％２０ｍＬ１瓶 493.00 局
注 622295501 ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解液付） ドセタキセル水和物 沢井製薬 12,552.00 毒 後発品
注 622295601 ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「サワイ」 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液付） ドセタキセル水和物 沢井製薬 43,164.00 毒 後発品
注 622290401 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＨＫ」 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル 大興製薬 12,552.00 毒 後発品
注 622294901 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ケミファ」 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル ナガセ医薬品 12,552.00 毒 後発品
注 622283101 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「テバ」 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル テバ製薬 12,552.00 毒 後発品
注 622272001 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「トーワ」 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル 東和薬品 12,552.00 毒 後発品
注 622290501 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＨＫ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル 大興製薬 43,164.00 毒 後発品
注 622295001 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ケミファ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル ナガセ医薬品 43,164.00 毒 後発品
注 622283201 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「テバ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル テバ製薬 43,164.00 毒 後発品
注 622272101 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「トーワ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル 東和薬品 43,164.00 毒 後発品
注 622285201 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ「ホスピーラ」 ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル水和物 ホスピーラ・ジャパン 12,552.00 毒 後発品
注 622285301 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ「ホスピーラ」 ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル水和物 ホスピーラ・ジャパン 43,164.00 毒 後発品
注 622285401 ドセタキセル点滴静注液１２０ｍｇ／１２ｍＬ「ホスピーラ」 １２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶 ドセタキセル水和物 ホスピーラ・ジャパン 61,946.00 毒 後発品
注 621365316 ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「Ｆ」 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩 富士製薬工業 301.00 劇 後発品
注 621429101 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 ニプロ 252.00 劇 後発品
注 621430601 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＰ」 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩 ニプロ 691.00 劇 後発品
注 621514701 ハルトマン輸液「ＮＰ」 ５００ｍＬ１袋 乳酸リンゲル ニプロ 155.00 後発品
注 621514801 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ５００ｍＬ１袋 乳酸リンゲル ニプロ 155.00 後発品
注 621514901 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 １Ｌ１袋 乳酸リンゲル ニプロ 273.00 後発品
注 620895101 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇ「サワイ」 １％２．５ｍＬ１管 ヒアルロン酸ナトリウム 沢井製薬 344.00 後発品
注 620896502 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「ＡＦＰ」 １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸ナトリウム シオノケミカル 448.00 後発品
注 621078103 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「テバ」 １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム テバ製薬 194.00 局 後発品
注 621078601 ピペラシリンＮａ注用１ｇ「トーワ」 １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム 東和薬品 185.00 局 後発品
注 621078903 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」 ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム テバ製薬 297.00 局 後発品
注 621079401 ピペラシリンＮａ注用２ｇ「トーワ」 ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム 東和薬品 321.00 局 後発品
注 620182301 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「ＮＰ」 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物 ニプロ 56.00 劇 後発品
注 620155611 ブドウ糖注２０％「ＮＰ」 ２０％２０ｍＬ１管 ブドウ糖 ニプロ 64.00 局
注 621543302 フルコナゾール静注１００ｍｇ「ＮＰ」 ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール ニプロ 1,475.00 後発品
注 621543402 フルコナゾール静注２００ｍｇ「ＮＰ」 ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール ニプロ 4,308.00 後発品
注 621543201 フルコナゾール静注５０ｍｇ「ＮＰ」 ０．１％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール ニプロ 1,475.00 後発品
注 621194701 プロチレリン酒石酸塩注０．５ｍｇ「ＮＰ」 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩水和物 ニプロ 502.00 後発品
注 620812203 ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サワイ」 ２０，０００単位１瓶 ヘパリンカルシウム 沢井製薬 733.00 後発品
注 621824802 ヘパリンＣａ注射液２万単位／２０ｍＬ「サワイ」 ２０，０００単位２０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム 沢井製薬 607.00 後発品
注 621824902 ヘパリンＣａ注射液５万単位／５０ｍＬ「サワイ」 ５０，０００単位５０ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム 沢井製薬 1,325.00 後発品
注 621825102 ヘパリンＣａ注射液１０万単位／１００ｍＬ「サワイ」 １００，０００単位１００ｍＬ１瓶 ヘパリンカルシウム 沢井製薬 1,933.00 後発品
注 621126801 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１瓶 ミノサイクリン塩酸塩 沢井製薬 188.00 局 後発品
注 620711409 メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」 ０．５ｍｇ１管 メコバラミン ニプロ 56.00 後発品
注 620507802 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 ０．５％２ｍＬ１管 メトクロプラミド テバ製薬 56.00 後発品
注 622298301 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「ＮＰ」 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩 ニプロ 20,840.00 劇 後発品
注 622266501 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩 あすか製薬 20,840.00 劇 後発品
注 622298401 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「ＮＰ」 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩 ニプロ 29,519.00 劇 後発品
注 622266601 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩 あすか製薬 29,519.00 劇 後発品
注 621062901 リンコマイシン塩酸塩注３００ｍｇ「ＮＰ」 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩水和物 ニプロ 99.00 局 後発品
注 621380904 リンコマイシン塩酸塩注６００ｍｇ「ＮＰ」 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンコマイシン塩酸塩水和物 ニプロ 99.00 局 後発品
注 622080002 ワイスタール配合静注用０．５ｇ （５００ｍｇ）１瓶 スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム ニプロ 362.00 後発品

注 621347901 ワイスタール配合静注用１ｇ （１ｇ）１瓶 スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム ニプロ 422.00 後発品

注 621441901 ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ （１ｇ）１キット（生理食塩液１００ｍ
Ｌ付）

スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム ニプロ 721.00 後発品

外 621447501 アシクロビル軟膏５％「トーワ」 ５％１ｇ アシクロビル 東和薬品 161.50 局 後発品
外 621269801 アズレン含嗽用顆粒０．４％「ツルハラ」 ０．４％１ｇ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 鶴原製薬 5.90 後発品
外 620665201 アセチロールクリーム１０％ １０％１ｇ 尿素 ポーラファルマ 5.70 後発品
外 620665701 アセチロールクリーム２０％ ２０％１ｇ 尿素 ポーラファルマ 5.70 後発品
外 622054402 アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「ＪＧ」 ５０ｍｇ１個 アセトアミノフェン 長生堂製薬 19.30Page 11
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製剤区分 レセコード 品名 規格単位 一般名 会社名 薬価 局 ※ 麻 毒向覚 劇 後発品
外 622060802 アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１個 アセトアミノフェン 長生堂製薬 19.30
外 622060902 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＪＧ」 ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン 長生堂製薬 19.30 後発品
外 620592801 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒用液１０％「ＮＰ」 １０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 ニプロ 7.30 後発品
外 621396804 オフロキサシン点眼液０．３％「ＪＧ」 ０．３％１ｍＬ オフロキサシン 長生堂製薬 43.00 後発品
外 621396901 オフロキサシン点眼液０．３％「日医工」 ０．３％１ｍＬ オフロキサシン 日医工 53.10 後発品
外 621397001 オフロキサシン点眼液０．３％「日新」 ０．３％１ｍＬ オフロキサシン 日新製薬（山形） 43.00 後発品
外 621169745 オリブ油「日医工」 １０ｍＬ オリブ油 日医工 21.30 局
外 622282001 カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液１％「わかもと」 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩 わかもと製薬 281.80 後発品
外 622282101 カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わかもと」 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩 わかもと製薬 398.30 後発品
外 620656502 クロトリマゾールクリーム１％「イワキ」 １％１ｇ クロトリマゾール 岩城製薬 6.90 後発品
外 620584901 クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液ＥＷ０．５％「ＮＰ」 ０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロ 6.30 後発品
外 620222501 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＳＷ」 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩 沢井製薬 296.90 後発品
外 620223301 ケトチフェン点眼液０．０５％「日医工」 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩 日医工 242.30 後発品
外 620231701 ケトチフェン点鼻液０．０５％「サワイ」 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩 沢井製薬 384.50 後発品
外 620114703 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン 長生堂製薬 19.30 劇 後発品
外 620115303 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＪＧ」 ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン 長生堂製薬 22.00 劇 後発品
外 620509401 セチルピリジニウム塩化物トローチ２ｍｇ「イワキ」 ２ｍｇ１錠 セチルピリジニウム塩化物水和物 岩城製薬 5.60 後発品
外 620558501 チニダゾール腟錠２００ｍｇ「Ｆ」 ２００ｍｇ１個 チニダゾール 富士製薬工業 51.20 後発品
外 622290201 チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＴＳ」 ０．２５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩 テイカ製薬 364.60 後発品
外 622268701 チモロールＸＥ点眼液０．２５％「杏林」 ０．２５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩 キョーリンリメディオ 364.60 後発品
外 622264601 チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ニットー」 ０．２５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩 東亜薬品 364.60 後発品
外 622290101 チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＴＳ」 ０．５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩 テイカ製薬 525.70 後発品
外 622268801 チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 ０．５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩 キョーリンリメディオ 525.70 後発品
外 622264701 チモロールＸＥ点眼液０．５％「ニットー」 ０．５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩 東亜薬品 525.70 後発品
外 621762901 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「タカタ」 ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロール 高田製薬 28.20 後発品
外 621763001 ツロブテロールテープ１ｍｇ「タカタ」 １ｍｇ１枚 ツロブテロール 高田製薬 36.90 後発品
外 621763101 ツロブテロールテープ２ｍｇ「タカタ」 ２ｍｇ１枚 ツロブテロール 高田製薬 54.60 後発品
外 621707701 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 沢井製薬 19.30 局 後発品
外 621817201 テルビナフィン塩酸塩外用液１％「サワイ」 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩 沢井製薬 19.30 局 後発品
外 621816301 ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 １％１ｇ ナジフロキサシン 東和薬品 31.80 後発品
外 621706901 ナジフロキサシンローション１％「トーワ」 １％１ｍＬ ナジフロキサシン 東和薬品 31.80 後発品
外 621169645 白色ワセリン「日医工」 １０ｇ 白色ワセリン 日医工 13.50 局
外 622271601 ビーソフテン油性クリーム０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質 日医工 10.80 後発品
外 621373427 ビホナゾールクリーム１％「Ｆ」 １％１ｇ ビホナゾール 富士製薬工業 10.80 後発品
外 621373403 ビホナゾールクリーム１％「ＹＤ」 １％１ｇ ビホナゾール 陽進堂 12.40 後発品
外 622305201 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「テルモ」 ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル 帝國製薬 1,260.80 麻 劇 後発品
外 622305301 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「テルモ」 ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル 帝國製薬 2,338.50 麻 劇 後発品
外 622305401 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「テルモ」 ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル 帝國製薬 4,337.40 麻 劇 後発品
外 622305501 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「テルモ」 １２．６ｍｇ１枚 フェンタニル 帝國製薬 6,225.40 麻 劇 後発品
外 622305601 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「テルモ」 １６．８ｍｇ１枚 フェンタニル 帝國製薬 8,044.90 麻 劇 後発品
外 621707401 ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 １％１ｇ ブテナフィン塩酸塩 東和薬品 30.80 局 後発品
外 621707301 ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」 １％１ｍＬ ブテナフィン塩酸塩 東和薬品 30.80 局 後発品
外 622282701 ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 ０．１％１ｍＬ ブロムフェナクナトリウム水和物 日新製薬（山形） 78.10 後発品
外 622297601 フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 ８．１６ｍｇ１６ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル 日本臓器製薬 2,162.30 後発品
外 620665301 ベギンクリーム１０％ １０％１ｇ 尿素 藤永製薬 5.70 後発品
外 620665901 ベギンクリーム２０％ ２０％１ｇ 尿素 藤永製薬 5.70 後発品
外 620654801 ヘパリン類似物質ゲル０．３％「アメル」 １ｇ ヘパリン類似物質 共和薬品工業 6.60 後発品
外 620813901 ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ＹＤ」 １ｇ ヘパリン類似物質 陽進堂 8.80 後発品
外 620813601 ヘパリン類似物質クリーム０．３％「アメル」 １ｇ ヘパリン類似物質 共和薬品工業 8.80 後発品
外 620814101 ヘパリン類似物質ローション０．３％「ＹＤ」 １ｇ ヘパリン類似物質 陽進堂 8.80 後発品
外 622187202 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ＹＤ」 １ｇ ヘパリン類似物質 陽進堂 20.20 後発品
外 622301801 ヘモポリゾン軟膏 １ｇ 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン ジェイドルフ製薬 18.00 後発品
外 620572101 ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 １０％１０ｍＬ ポビドンヨード ニプロ 14.60 後発品
外 622299201 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケータ「オーツカ」１０ｍＬ １０％１０ｍＬ１管 ポビドンヨード 大塚製薬工場 10.50 後発品
外 622299301 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケータ「オーツカ」２５ｍＬ １０％２５ｍＬ１管 ポビドンヨード 大塚製薬工場 16.80 後発品
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