
内服 アーチスト錠10ｍｇ カルベジロール 第一三共 75.30 カルベジロール錠10㎎｢ｻﾜｲ｣ 37.50 37.80 沢井製薬

内服 アイトロール錠20ｍｇ 一硝酸イソソルビド トーアエイヨー 17.50 アイロクール錠20 7.70 9.80 メディサ

内服 アイピーディーカプセル１００ プラタストトシル酸塩 大鵬薬品 62.20 スプラタストトシル酸塩cap100「ﾀｲﾖｰ」 40.20 22.00 大洋薬品

内服 アザルフィジンEN錠500mg サラゾスルファピリジン腸溶錠 ファイザー 73.10 サフィルジンEN錠500 36.00 37.10 シオノ

内服 アシノン錠150㎎ ニザチジン ゼリア 43.70 アテノミンカプセル150㎎ 20.60 23.10 大洋薬品

内服 アスペノンカプセル２０ 塩酸アプリンジン バイエル 90.20 アプリトーンカプセル20　 38.10 52.10 ニプロファーマ

内服 アダラートＣＲ錠20ｍｇ ニフェジピン バイエル 37.70 コリネールCR錠20 19.70 18.00 日医工

内服 アダラートＣＲ錠40ｍｇ ニフェジピン バイエル 70.70 コリネールCR錠40 36.60 34.10 日医工

内服 アダラートＬ錠１０ｍｇ ニフェジピン バイエル 18.80 ニフェジピンＬ錠10ｍｇ「サワイ」 5.60 13.20 沢井製薬

内服 アダラートＬ錠20ｍｇ ニフェジピン バイエル 32.20 ニレーナL錠20mg 12.30 19.90 三和化学

内服 アテレック錠10mg シルニジピン 味の素 66.60 シルニジピン錠10mg「サワイ」 48.00 18.60 沢井製薬

内服 アドナ錠30mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 田辺三菱 12.10 アーツェー錠30mg 5.00 7.10 日医工

内服 アプレース錠１００ｍｇ トロキシピド 杏林 15.40 トロキシン錠100mg 6.10 9.30 大原薬品

内服 アマリール錠1㎎半錠 グリメピリド サノフィアベンティス 11.15 グリメピリド錠0.5mg「三和」 8.70 2.45 三和化学

内服 アマリール錠1㎎ グリメピリド サノフィアベンティス 22.30 グリメピリド錠1mg「三和」 14.80 7.50 三和化学

内服 アマリール錠3㎎ グリメピリド サノフィアベンティス 51.90 グリメピリド錠3mg「三和」 34.50 17.40 三和化学

内服 アムロジンＯＤ錠2.5mg アムロジピン 大日本住友 34.50 アムロジピンＯＤ錠2.5mg「トーワ」 25.80 8.70 東和薬品

内服 アムロジンＯＤ錠5mg アムロジピン 大日本住友 64.00 アムロジピンＯＤ錠5mg「トーワ」 47.70 16.30 東和薬品

内服 アモバン錠7.5mg ゾピクロン サノフィ・アベンティス 25.90 ゾピクール錠7.5mg 10.60 15.30 沢井製薬

内服 アリセプトＤ錠3㎎ ドネペジル塩酸塩 エーザイ 286.50 ドネペジル塩酸塩錠3mg「タカタ」 190.80 95.70 高田製薬

内服 アリセプトＤ錠5㎎ ドネペジル塩酸塩 エーザイ 427.50 ドネペジル塩酸塩錠5mg「タカタ」 284.80 142.70 高田製薬

内服 アルサルミン液 スクラルファート水和物 中外 4.10 テイガスト内服液10％ 3.10 1.00 テイコクメディックス

内服 アルダクトンＡ錠25ｍｇ スピロノラクトン ファイザー 23.40 アポラスノン錠25mg 5.60 17.80 日医工

内服 アルタットカプセル75mg ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 あすか製薬 44.90 ロキタットカプセル75mg 28.20 16.70 沢井製薬

内服 アルファロールカプセル１μｇ アルファカルシドール 中外 89.80 リモデリンカプセル1.0μg 11.10 78.70 日医工

内服 アルマール錠10mg半錠 アロチノロール塩酸塩 大日本住友 26.75 セオノマール錠5mg 8.60 18.15 田辺（販）

内服 アルマール錠10mg アロチノロール塩酸塩 大日本住友 53.50 塩酸アロチノロール錠10mg「KOBA」 14.10 39.40 日医工

内服 アルロイドＧ内用液5% アルギン酸ナトリウム5ｇ 共成 1.95 アルクレイン内用液５％ 0.78 1.17 鶴原

内服 アレジオン錠20ｍｇ 塩酸エピナスチン 日本ベーリンガー 162.90 エピナスチン塩酸塩錠20㎎「CHOS」 45.30 117.60 ＣＨＯ

内服 アロシトール錠100mg（後発） アロプリノール 田辺三菱 23.40 アロプリノール錠100mg「ケミファ」 7.70 15.70 日本ケミファ

内服 アンプラーグ錠100㎎ サルポグレラート塩酸塩 田辺三菱 145.20 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「マイラン」 108.50 36.70 マイラン製薬

剤型 薬品名（先発） 薬価 薬価差額 製薬会社一般名 製薬会社 薬価 薬品名（後発）



剤型 薬品名（先発） 薬価 薬価差額 製薬会社一般名 製薬会社 薬価 薬品名（後発）

内服 ウラリット配合錠 クエン酸カリウム
クエン酸ナトリウム水和物 ケミファ 11.80 ピナロック錠 6.50 5.30 ナガセ

内服 ウルソ錠100mg ウルソデオキシコール酸 田辺三菱 13.00 ウルソデオキシコール酸錠100mg「ＺＥ」 6.30 6.70 全星

内服 エースコール錠2mg テモカプリル塩酸塩錠2mg 第一三共 77.80 テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」 47.30 30.50 日医工

内服 エバステルOD錠10mg エバスチン 大日本住友 117.90 エバスチンOD錠10mg「科研」 80.80 37.10 ダイト㈱

内服 エパデールＳ900 イコサペント酸エチル 持田 139.80 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 59.90 79.90 沢井製薬

内服 オイグルコン錠2.5mg グリベンクラミド 中外 14.40 ブラトゲン錠2.5mg 5.60 8.80 日医工

内服 オステラック錠200 エトドラク ワイス武田 31.60 ニコナス錠200mg 15.50 16.10 大原薬品

内服 オノンカプセル112.5mg プランルカスト水和物 小野 66.90 プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 42.20 24.70 日医工

内服 オノンドライシロップ10% プランルカスト水和物 小野 87.50 プランルカストドライシロップ10%「タカタ」 59.20 28.30 高田製薬

内服 オパルモン錠5μｇ リマプロストアルファデクス 大日本住友 78.50 リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 36.30 42.20 富士製薬

内服 オメプラール錠10mg オメプラゾール アストラゼネカ 97.00 オメラップ錠10㎎　 48.40 48.60 日医工

内服 オメプラール錠20mg オメプラゾール アストラゼネカ 169.40 オメラップ錠20㎎ 89.00 80.40 日医工

内服 ガスコン錠40mg ジメチコン キッセイ 5.90 ガステール錠40mg 5.60 0.30 扶桑薬品

内服 ガスターＤ錠10mg ファモチジン アステラス 31.10 ガモファーD錠10mg 9.50 21.60 大原薬品

内服 ガスターＤ錠20mg ファモチジン アステラス 53.90 ガモファーD錠20mg 17.70 36.20 大原薬品

内服 ガスター錠10mg ファモチジン アステラス 31.10 ガスイサン錠10㎎ 9.60 21.50 ニプロジェネファ

内服 ガストローム顆粒 エカベトナトリウム 田辺三菱 24.60 エカベトNa顆粒66.7%「YD」 16.40 8.20 陽進堂

内服 カソデックス錠80mg ビカルタミド アストラゼネカ 1042.60 ビカルタミド錠80mg「あすか」 734.40 308.20 あすか製薬

内服 ガナトン錠50mg イトプリド塩酸塩 アボット 20.30 イトプリド塩酸塩錠50mg「タイヨ－」 13.30 7.00 大洋薬品

内服 カルデナリン錠1mg メシル酸ドキサゾシン ファイザー 35.50 ドキサゾン錠１ｍｇ 17.40 18.10 日医工

内服 カルデナリン錠2mg メシル酸ドキサゾシン ファイザー 64.60 ドキサゾン錠2ｍｇ 31.70 32.90 日医工

内服 カルナクリン錠25mg カリジノゲナーゼ 三和化学 13.80 プロクレイン錠25 5.60 8.20 沢井製薬

内服 キネダック錠50mg エパルレスタット 小野 136.10 エパルレスタット錠50「ＥＫ」 62.70 73.40 小林化工

内服 クラリシッド錠200mg クラリスロマイシン アボット 99.30 マインベース錠200㎎ 62.40 36.90 大正薬品

内服 クラリス錠50mg小児用 クラリスロマイシン 大正富山 63.80 マインベース錠50㎎小児用 40.30 23.50 大正薬品

内服 クラリチンレディタブ錠 ロラタジン ＭＳＤ 116.10 ロラタジンOD錠10mg「マイラン」 81.30 34.80 マイラン製薬

内服 グランダキシン錠50mg トフィソパム 持田 17.10 トフィス錠５０ｍｇ 6.00 11.10 沢井製薬

内服 グリミクロン錠40㎎ グリクラジド 大日本住友 27.80 グリクラジド錠40mg「NP」 5.60 22.20 ニプロ

内服 グルコバイ錠100ｍｇ半錠 アカルボース バイエル 22.50 アカルボース錠50mg「タイヨー」　 17.90 4.60 大洋薬品

内服 グルコバイ錠100ｍｇ アカルボース バイエル 45.00 アカルボース錠100mg「タイヨー」　 31.60 13.40 大洋薬品

内服 クレメジン細粒分包2ｇ 球形吸着炭 第一三共 117.20 キューカル細粒分包2g 84.20 33.00 日医工



剤型 薬品名（先発） 薬価 薬価差額 製薬会社一般名 製薬会社 薬価 薬品名（後発）

内服 クレメジン細粒分包2ｇ 球形吸着炭 第一三共 117.20 球形吸着炭細粒200mg「マイラン」 78.00 39.20 マイラン製薬

内服 ケタスカプセル１０ イブジラスト 杏林 27.80 ピナトスカプセル10mg 11.20 16.60 大正薬品

内服 コニール錠4mg ベニジピン塩酸塩 協和発酵 60.10 ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」 32.70 27.40 大原薬品

内服 コメリアンコーワ錠50 塩酸ジラゼプ 興和 12.40 スプラン錠５０ｍｇ 5.60 6.80 日医工

内服 コンスタン錠0.4mg アルプラゾラム 武田 10.40 メデポリン錠0.4 5.60 4.80 沢井製薬

内服 サイレース錠1mg フルニトラゼパム エーザイ 16.60 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 5.60 11.00 共和薬品

内服 ザイロリック錠 アロプリノール ＧＳＫ 27.00 アロプリノール錠100mg「ケミファ」 7.70 19.30 ケミファ

内服 ザジテンカプセル1mg フマル酸ケトチフェン ノバルティス 63.00 フマル酸ケトチフェン錠1mg「EMEC」 14.10 48.90 サンノーバ

内服 サンリズムカプセル２５ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物 第一三共 54.50 アリスリズムカプセル25　 33.00 21.50 沢井製薬

内服 シグマート錠5mg ニコランジル 中外 26.30 ニコランマート錠5mg 8.50 17.80 東和薬品

内服 シベノール錠100mg半錠 コハク酸シベンゾリン アステラス 33.05 シベンゾリンコハク酸錠50mg｢ｻﾜｲ｣ 26.40 6.65 沢井製薬

内服 シベノール錠100mg コハク酸シベンゾリン アステラス 66.10 シベンゾリンコハク酸錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 41.70 24.40 沢井製薬

内服 小児用ムコソルバンドライシロップ1.5％ 塩酸アンブロキソール 帝人ファーマ 48.90 プルスマルンＡドライシロップ小児用1.5％ 45.90 3.00 高田製薬

内服 ジルテック錠10mg 塩酸セチリジン 第一三共 122.20 セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」 54.70 67.50 大原薬品

内服 シンメトレル50ｍｇ アマンタジン塩酸塩 ノバルティス 32.40 アマゾロン錠50㎎ 7.00 25.40 沢井製薬

内服 ゼストリル錠10mg半錠 リシノプリル水和物 アストラゼネカ 29.60 ロンゲリール錠5mg 13.70 15.90 日医工

内服 ゼストリル錠10mg リシノプリル水和物 アストラゼネカ 59.20 ロンゲリール錠10mg 17.10 42.10 日医工

内服 ゼスラン錠3ｍｇ メキタジン 旭化成ファーマ 8.80 アリマン錠　3mg 5.60 3.20 沢井製薬

内服 セディール錠10mg タンドスピロンクエン酸塩 大日本住友 37.40 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 23.70 13.70 東和薬品

内服 セファドール錠 塩酸ジフェニドール 日本新薬 14.50 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「CH」 8.10 6.40 田辺（販）

内服 セルテクト錠30mg オキサトミド 協和発酵 64.80 オキサトミド錠30mg「EMEC」 25.60 39.20 サンノーバ

内服 セルテクトドライシロップ２％ オキサトミド 協和発酵 110.10 アレトンドライシロップ2% 12.90 97.20 日医工

内服 セルベックスカプセル50mg テプレノン エーザイ 12.10 セフタックカプセル５０ 8.00 4.10 沢井製薬

内服 セレキノン錠100mg トリメブチンマレイン酸塩 田辺三菱 18.50 メブチット錠100mg 5.90 12.60 沢井製薬

内服 セロクラール錠20mg 酒石酸イフェンプロジル サノフィアベンティス 15.40 エンセロン錠20mg 5.60 9.80 日医工

内服 セロケン錠20mg 酒石酸メトプロロール アストラゼネカ 16.70 メトプリック錠20mg 6.30 10.40 大洋薬品

内服 ゾビラックス顆粒40％ アシクロビル GSK 405.40 グロスパール顆粒40％ 167.50 237.90 高田製薬

内服 タガメット錠200ｍｇ シメチジン 大日本住友 21.90 シメチジン錠200mg「タイヨー」 5.60 16.30 大洋薬品

内服 タケプロンＯＤ錠15mg ランソプラゾール15mg 武田 104.00 スタンゾームOD錠15㎎ 45.40 58.60 日本ケミファ

内服 タケプロンＯＤ錠30mg ランソプラゾール15mg 武田 181.50 スタンゾームOD錠30㎎ 83.30 98.20 日本ケミファ

内服 タナトリル錠5mg　半錠 イミダプリル 田辺三菱 71.60 イミダプリル錠2.5mg「タイヨー」 24.30 47.30 大洋薬品



剤型 薬品名（先発） 薬価 薬価差額 製薬会社一般名 製薬会社 薬価 薬品名（後発）

内服 タナトリル錠5mg イミダプリル 田辺三菱 143.20 イミダプリル錠5mg「タイヨー」 46.40 96.80 大洋薬品

内服 テオドールドライシロップ20% テオフィリン 田辺三菱 108.10 テルバンスＤＳ20% 73.70 34.40 メディサ

内服 テノーミン錠50mg　半錠 アテノロール 大日本住友 51.65 ミロベクト錠25mg 5.60 46.05 日医工

内服 テノーミン錠50mg アテノロール 大日本住友 103.30 ミロベクト錠50mg 28.70 74.60 テイコクメディックス

内服 デパス錠0.5mg エチゾラム 吉富 9.00 メディピース錠0.5㎎ 6.30 2.70 メディサ

内服 テルネリン錠1mg 塩酸チザニジン ノバルティス 18.90 エンチニン錠1mg 7.30 11.60 メディサ

内服 ドグマチール錠50mg スルピリド アステラス 17.00 ベタマック錠50mg 6.30 10.70 沢井製薬

内服 ナウゼリン錠10mg ドンペリン 協和発酵 18.00 ドンペリドン錠10mg「EMEC」 6.10 11.90 サンノーバ

内服 ニバジール錠2ｍｇ ニルバジピン アステラス 18.60 ニルジラート錠2mg 10.30 8.30 メディサ

内服 ノルバスク錠5mg アムロジピン ファイザー 64.90 アムロジピン錠5mg「ケミファ」 43.20 21.70 日本薬工

内服 ハイペン錠200ｍｇ エトドラク 日本新薬 31.60 ニコナス錠200mg 15.50 16.10 大原薬品

内服 バップフォー錠10mg 塩酸プロピベリン 大鵬薬品 84.30 塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 33.20 51.10 沢井製薬

内服 パナルジン錠100mg チクロピジン塩酸塩 サノフィアベンティス 61.90 パラクロジン錠100mg 7.50 54.40 三和化学

内服 パリエット錠10㎎ ラベプラゾール エーザイ 168.90 ラベプラゾールNa塩１０㎎｢明治」 118.20 50.70 明治製菓

内服 ハルシオン錠0.25mg トリアゾラム ファイザー 16.00 トリアゾラム0.25mg錠「タナベ」 6.50 9.50 田辺（販）

内服 ハルナールＤ錠0.2mg タムスロシン塩酸塩 アステラス 155.20 タムスロシン塩酸塩OD錠「明治」 42.50 112.70 明治製菓

内服 フェロミア錠50mg クエン酸第一鉄ナトリウム エーザイ 10.80 フェロチーム錠50mg 5.60 5.20 沢井製薬

内服 フオイパン錠100mg カモスタットメシル酸塩 小野 104.90 カモステート錠100mg 12.60 92.30 日医工

内服 ブラダロン錠200mg フラボキサート塩酸塩 日本新薬 51.10 ウロステート錠200mg 15.00 36.10 あすか製薬

内服 フルイトラン錠2mg トリクロルメチアジド 塩野義 9.60 トリクロルメチアジド錠2mg「ﾀｲﾖｰ」 6.00 3.60 大洋薬品

内服 プレタール錠100mg　半錠 シロスタゾール 大塚製薬 94.75 シロステート錠50mg 26.30 68.45 日医工

内服 プレタール錠100mg シロスタゾール 大塚製薬 189.50 シロステート錠100 51.20 138.30 日医工

内服 プレラン錠1mg トランドラプリル サノフィアベンティス 71.90 プレドリック錠1㎎ 36.40 35.50 沢井製薬

内服 プロサイリン錠２０ ベラプロストナトリウム 科研 69.60 ドルナリン錠20μg　 36.60 33.00 大洋薬品

内服 プロマックＤ錠75㎎ ポラプレジンク ゼリア 40.70 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 28.50 12.20 沢井製薬

内服 フロモックス錠100㎎ セフカペンピボキシル 塩野義 61.70 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 42.80 18.90 沢井製薬

内服 ベイスンＯＤ錠0.2mg ボグリボース 武田 43.50 ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 24.50 19.00 沢井製薬

内服 ベイスンＯＤ錠0.3mg ボグリボース 武田 60.00 ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 33.30 26.70 沢井製薬

内服 ペオン錠80 ザルトプロフェン ゼリア 21.40 ザトフェロン錠80 13.10 8.30 沢井製薬

内服 ベザトールＳＲ200mg ベザフィブラート キッセイ 42.00 ベザフィブレートSR錠200mg 9.90 32.10 日医工
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内服 ベラチンドライシロップ小児用0.1％ 塩酸ツロブテロール 三菱ウェルファーマ 34.60 ツロブテロール塩酸塩DS0.1%「ｵｰﾊﾗ」 9.70 24.90 大原薬品

内服 ペルサンチン錠25mg ジピリダモール 日本ベーリンガー 9.10 アンギナール錠25mg 6.00 3.10 田辺（販）

内服 ヘルベッサーＲカプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 田辺三菱 49.40 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg　 20.00 29.40 沢井製薬

内服 ベンザリン錠5mg ニトラゼパム 塩野義 11.80 ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 5.40 6.40 東和薬品

内服 ミオナール錠50mg 塩酸エペリゾン エーザイ 21.20 ミオナベース錠50mg 5.60 15.60 寿

内服 ムコスタ錠100 レバミピド 大塚製薬 19.30 レバミピド錠100mg「EMEC」 13.10 6.20 大原薬品

内服 ムコソルバン錠 アンブロキソール塩酸塩 帝人ファーマ 21.80 ムコサール錠15mg 13.90 7.90 日本ベーリンガーインゲルハイム

内服 ムコダイン錠250mg L-カルボシステイン 杏林 10.00 シスダイン錠250mg 5.60 4.40 大正薬品

内服 メイラックス錠1mg ロフラゼプ酸エチル 明治製菓 23.80 メデタックス錠1mg 10.00 13.80 沢井製薬

内服 メインテート錠2.5mg フマル酸ビソプロロール 田辺三菱 メインハーツ錠2.5mg 0.00 日医工

内服 メキシチールカプセル100mg 塩酸メキシレチン 日本ベーリンガー 56.20 メレートカプセル100mg 16.00 40.20 メディサ

内服 メキシチールカプセル50mg 塩酸メキシレチン 日本ベーリンガー 34.00 メレートカプセル50mg 8.20 25.80 メディサ

内服 メチコバール錠500μｇ（後発） メコバラミン エーザイ 21.10 メチコバイド錠500μg 5.60 15.50 扶桑薬品

内服 メバロチン錠10mg半錠 プラバスタチンナトリウム 第一三共 56.10 プラバメイト錠5mg 16.70 39.40 大原薬品

内服 メバロチン錠10mg プラバスタチンナトリウム 第一三共 112.20 プラバメイト錠10mg 37.90 74.30 大原薬品

内服 メプチン錠50μｇ 塩酸プロカテロール 大塚製薬 32.00 メチレフト錠50μg 6.00 26.00 沢井製薬

内服 メプチンミニ錠25μｇ 塩酸プロカテロール 大塚製薬 19.80 ブリージン錠25μg 5.80 14.00 共和薬品

内服 メリスロン錠6mg ベタヒスチンメシル酸塩 エーザイ 8.50 メニエース錠6mg 6.00 2.50 テイコクメディックス

内服 モービック錠10ｍｇ メロキシカム 日本ベーリンガー 64.70 メロキシカム錠10mg「タイヨー」 43.30 21.40 大洋薬品

内服 ユニフィルLA錠200mg テオフィリン 大塚製薬 24.50 テオフルマートＬ錠200mg 6.90 17.60 東和薬品

内服 ユリノーム錠50ｍｇ　半錠 ベンズブロマロン 鳥居 15.35 ナーカリシン錠25mg「マイラン」 10.20 5.15 ナガセ

内服 ユリノーム錠50ｍｇ ベンズブロマロン 鳥居 30.70 ガウトマロン錠50mg 8.70 22.00 共和薬品

内服 ラキソベロン錠2.5mg ピコスルファートナトリウム 帝人ファーマ 10.10 シンラック錠2.5 5.60 4.50 岩城

内服 ラキソベロン液 ピコスルファートナトリウム 帝人ファーマ 28.20 フルレール液0.75％ 13.20 15.00 高田製薬

内服 ラシックス錠20mg フロセミド サノフィアベンティス 9.60 フロセミド錠20mg「タイヨー」 6.00 3.60 大洋薬品

内服 ラシックス錠40mg フロセミド サノフィアベンティス 16.10 フロセミド錠40mg「タイヨー」 6.30 9.80 大洋薬品

内服 ラミシール錠125mg テルビナフィン ノバルティス 228.60 テルビナフィン錠125mg「マイラン」 103.60 125.00 マイラン製薬

内服 リーゼ錠5mg クロチアゼパム 吉富 7.30 リリフター錠5 5.60 1.70 日医工

内服 リーバクト配合顆粒4.15ｇ 味の素 252.60 アミノバクト顆粒4.74g 106.10 146.50 日医工

内服 リスミー錠2mg 塩酸リルマザホン 塩野義 32.80 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」 21.90 10.90 明治製菓

内服 リズミック錠10mg メチル硫酸アメジニウム 大日本住友 52.70 アメジニン錠10mg 12.40 40.30 日医工
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内服 リスモダンＲ150mg リン酸ジソピラミド 中外 89.60 リスピンR錠150mg　 24.40 65.20 沢井製薬

内服 リピトール錠10㎎半錠 アトルバスタチン アステラス 64.00 アトルバスタチン錠5㎎｢EE｣ 47.00 17.00 エルメッドエーザイ

内服 リピトール錠10㎎ アトルバスタチン アステラス 128.00 アトルバスタチン錠10㎎｢EE｣ 89.60 38.40 エルメッドエーザイ

内服 リポバス錠5mg シンバスタチン 万有 128.90 ラミアン錠5mg 83.30 45.60 大正薬品

内服 リマチル錠100ｍｇ ブシラミン 参天 74.90 ブシラント錠100mg 40.10 34.80 小林化工

内服 リンラキサー錠125mg クロルフェネシンカルバミン酸エステル 大正富山 10.90 コリクール錠125mg 6.20 4.70 沢井製薬

内服 レキソタン錠2mg ブロマゼパム ロシュ 6.60 セニラン錠２ｍｇ 5.60 1.00 サンド

内服 レニベース錠5ｍｇ半錠 マレイン酸エナラプリル 万有 38.35 エナラプリルM錠2.5「EMEC」 19.00 19.35 エルメッドエーザイ

内服 レニベース錠5ｍｇ マレイン酸エナラプリル 万有 76.70 エナラプリルM錠5「EMEC」 22.20 54.50 エルメッドエーザイ

内服 レンドルミンＤ錠0.25mg ブロチゾラム 日本ベーリンガー 29.40 ブロチゾラム錠0.25mg「タイヨー」 7.80 21.60 大洋薬品

内服 レンドルミン錠0.25mg ブロチゾラム 日本ベーリンガー 29.40 レドルパー錠0.25mg 10.00 19.40 大原薬品

内服 ローコール錠30mg フルバスタチン ノバルティス 113.30 フルバスタチン錠30mg「サワイ」 80.40 32.90 沢井製薬

内服 ロカルトロールカプセル0.5 カルシトリオール 中外 67.70 カルトールカプセル0.5 18.70 49.00 メディサ

内服 ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム 第一三共 20.30 ロキソプロフェン錠「EMEC」 8.50 11.80 サンノーバ

内服 ロコルナール錠100mg半錠 トラピジル 持田 13.60 カルナコール錠50mg「サワイ」 5.60 8.00 東和薬品

内服 ロコルナール錠100mg トラピジル 持田 27.80 カルナコール錠100mg「サワイ」 5.60 22.20 東和薬品

内服 ロプレソール錠20mg メトプロロール酒石酸塩 ノバルティス 16.70 メトプリック錠20mg 6.30 10.40 大洋薬品

内服 ロペミンカプセル1mg 塩酸ロペラミド ヤンセン 58.10 ロペランカプセル1mg 15.50 42.60 扶桑薬品

内服 ワイパックス錠0.5 ロラゼパム ワイス 6.70 ユーパン錠0.5mg 5.00 1.70 沢井製薬

内服 ワンアルファ錠0.25 アルファカルシドール 帝人ファーマ 25.30 カルフィーナ錠0.25 5.60 19.70 共和薬品

外用 アルメタ軟膏0.1% アルクロメタゾンプロピオン酸エステル 塩野義 43.40 ビトラ軟膏0.1% 20.90 22.50 岩城

外用 アンテベート軟膏 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン 鳥居 36.80 アンフラベート0.05%軟膏 18.00 18.80 前田

外用 イソジンガーグル ポピヨード 明治製菓 3.40 ポピヨードガーグル液７％ 2.50 0.90 ヤクハン

外用 インタール点眼液2% クロモグリク酸ナトリウム アステラス 782.20 ルゲオン点眼液２％ 456.60 325.60 わかもと

外用 エクラー軟膏0.3% プロピオン酸デプロドン 鳥居 26.80 アロミドン軟膏0.3% 12.90 13.90 岩城

外用 カトレップ（5枚／袋） インドメタシン 大日本住友 28.30 インドメタシンパップ｢日医工｣（7枚／袋） 13.60 14.70 日医工

外用 キサラタン点眼液 ラタノプロスト ファイザー 928.50 ラタノプロスト点眼液｢TS｣ 618.40 310.10 テイカ

外用 キンダベート軟膏（10ｇ／本） 酪酸クロベタゾン ＧＳＫ 38.10 ミルドベート軟膏（5ｇ／本） 13.50 24.60 帝国製薬

外用 ジフラール軟膏 酢酸ジフロラゾン アステラス 27.70 アナミドール軟膏0.05% 8.20 19.50 岩城

外用 セルタッチ70mg （6枚／袋） フェルビナク 帝国製薬 25.20 フェルビナク70mg「EMEC」10cmx14cm（10枚／袋） 16.60 8.60 救急

外用 ニフラン点眼液 プラノプロフェン 千寿 51.60 プロラノン点眼液0.1% 32.30 19.30 参天
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外用 ネリゾナ軟膏0.1%（10ｇ／本） 吉草酸ジフルコルトロン バイエル 33.20 ユートロン軟膏0.1% 12.10 21.10 辰巳

外用 ネリゾナソユニバーサルクリーム 吉草酸ジフルコルトロン バイエル 33.20 アフゾナクリーム（5g／本） 13.50 19.70 日医工

外用 ハイパジールコーワ点眼液0.25% ニプラジロール 興和 417.70 ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」 316.20 101.50 わかもと

外用 ヒアレイン点眼液0.1% ヒアルロン酸ナトリウム 参天 475.90 ティアバランス点眼液 348.10 127.80 千寿

外用 ヒルドイドローション（25ｇ／本） ヘパリン類似物質 マルホ 27.80 ビーソフテンローション（50ｇ／本） 11.90 15.90 持田

外用 フランドルテープ40mg 硝酸イソソルビド トーアエイヨウ 88.80 硝酸イソソルビドテープ「ＥＭＥＣ」 43.80 45.00 救急

外用 ホクナリンテープ0.5mg 塩酸ツロブテロール アボット 49.80 ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」 35.70 14.10 久光

外用 ホクナリンテープ1mg 塩酸ツロブテロール アボット 67.80 ツロブテロールテープ1mg「HMT」 48.60 19.20 久光

外用 ホクナリンテープ２mg 塩酸ツロブテロール アボット 93.10 ツロブテロールテープ2mg「HMT」 65.70 27.40 久光

外用 マイザー軟膏0.05％ ジフルプレドナート 田辺三菱 24.90 スチブロン軟膏0.05％ 9.00 15.90 岩城

外用 メンタックスクリーム 塩酸ブテナフィン 科研 43.80 塩酸ブテナフィンクリーム1%「マイラン」 25.70 18.10 マイラン製薬

外用 モーラステープ20mg（7枚／袋） ケトプロフェン 久光 31.90 タッチロンテープ20（7枚／袋） 13.80 18.10 救急

外用 リドメックスコーワローション 吉草酸酢酸プレドニゾロン 興和 25.60 スピラゾンローション0.3% 9.00 16.60 岩城

外用 リンデロンＶＧ軟膏 ベタメタゾン 塩野義 31.90 ベトノバールＧ軟膏 20.30 11.60 佐藤製薬

外用 リンデロンＶＧローション ベタメタゾン 塩野義 31.90 デルモゾールＧローション 9.30 22.60 岩城

外用 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% ベタメタゾン 塩野義 76.60 リンベタＰＦ液0.1% 27.30 49.30 日本点眼薬

外用 ロコイド軟膏 酪酸ヒドロコルチゾン 鳥居 18.50 アボコート軟膏0.1% 10.40 8.10 佐藤製薬


