
保険薬局　後発医薬品採用状況－代表５０音順

凡例:代表品名〔区分〕（一般名）

採用数＋後発品名（屋号のみ）＋【製造メーカー】+[薬価差]

2015年６月調査全県分
区分：Ａ：後発のある先発　　Ｃ：後発　　Ｄ：区分なし

内服

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ〔Ｃ〕(ポリスチレンスルホン酸カルシウム)

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 【三和化学】 [-0]176

アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ〔Ｃ〕(ポリスチレンスルホン酸カルシ
ウム)

アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ 【三和化学】 [-0]1

アーチスト錠１．２５ｍｇ〔Ａ〕(カルベジロール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.4]26

アーチスト錠１０ｍｇ〔Ａ〕(カルベジロール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-35.6]111

アテノート錠１０ 【テバ製薬】 [-35.6]45

「タツミ」 【辰巳化学】 [-35.6]14

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-35.6]13

「トーワ」 【東和薬品】 [-35.6]9

「ファイザー」 【ファイザー】 [-35.6]4

「アメル」 【共和薬工】 [-35.6]3

アーチスト錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(カルベジロール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-18.7]103

アーチスト錠２０ｍｇ〔Ａ〕(カルベジロール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-69.8]24

アテノート錠２０　２０ｍｇ 【テバ製薬】 [-84.7]19

「ファイザー」 【ファイザー】 [-69.8]4

「タツミ」 【辰巳化学】 [-69.8]3

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-69.8]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-69.8]3

「アメル」 【共和薬工】 [-84.7]2

カルベジロール２０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-84.7]1

アーテン散１％〔Ｄ〕(トリヘキシフェニジル塩酸塩)

トリヘキシフェニジル塩酸塩１％散 【一般名収載】 [-13.4]1

アイトロール錠１０ｍｇ〔Ａ〕(一硝酸イソソルビド)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-4.4]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-4.4]1

アイトロール錠２０ｍｇ〔Ａ〕(一硝酸イソソルビド)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-8.1]43

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8.1]37

「トーワ」 【東和薬品】 [-8.1]9

タイシロール錠２０ｍｇ 【大正薬工】 [-8.1]9

アイピーディカプセル１００〔Ａ〕(スプラタストトシル酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-17.1]16

「サワイ」 【沢井製薬】 [-17.1]15

トシラートカプセル１００ｍｇ 【東和薬品】 [-17.1]2

「ＪＧ」 【長生堂】 [-17.1]2

アイピーディカプセル５０〔Ａ〕(スプラタストトシル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8.7]1

アキネトン細粒１％〔Ｄ〕(ビペリデン塩酸塩)

アキリデン細粒１％ 【共和薬工】 [-11.1]1

アキネトン錠１ｍｇ〔Ｄ〕(ビペリデン塩酸塩)

タスモリン錠１ｍｇ 【三菱ウェルファーマ】 [-0]24

アキリデン錠１ｍｇ 【共和薬工】 [-0]4

アクディームカプセル９０ｍｇ〔Ｃ〕(リゾチーム塩酸塩)

アクディームカプセル９０ｍｇ 【あすか製薬】 [-0]11

アクディーム細粒１０％〔Ｃ〕(リゾチーム塩酸塩)

アクディーム細粒１０％ 【あすか製薬】 [-0]15

アクディームシロップ１％〔Ｃ〕(リゾチーム塩酸塩)

アクディームシロップ１％ 【あすか製薬】 [-0]1

アクトスＯＤ錠１５〔Ａ〕(ピオグリタゾン塩酸塩)

「ファイザー」 【ファイザー】 [-41.4]5

「日医工」 【日医工】 [-41.4]2

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-32.6]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-32.6]1

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-41.4]1

「ＮＰＩ」 【日本薬工】 [-41.4]1

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-32.6]1

アクトスＯＤ錠３０〔Ａ〕(ピオグリタゾン塩酸塩)

「トーワ」 【東和薬品】 [-58.6]1

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-76.5]1

アクトス錠１５〔Ａ〕(ピオグリタゾン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-32.6]21

「日医工」 【日医工】 [-41.4]15

「ファイザー」 【ファイザー】 [-41.4]12

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-32.6]12

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-41.4]12

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-41.4]10

「モチダ」 【持田製薬】 [-41.4]9

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-32.6]8

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-41.4]8

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-32.6]8

「トーワ」 【東和薬品】 [-32.6]8

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-41.4]6

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-41.4]4

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-41.4]4

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-41.4]2

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-32.6]2

「ＮＰＩ」 【日本薬工】 [-41.4]1

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-32.6]1

「サンド」 【サンド】 [-41.4]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-41.4]1

アクトス錠３０〔Ａ〕(ピオグリタゾン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-58.6]9

「日医工」 【日医工】 [-76.5]9

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-76.5]7

「モチダ」 【持田製薬】 [-76.5]7

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-76.5]7

「トーワ」 【東和薬品】 [-58.6]4

「ファイザー」 【ファイザー】 [-76.5]4

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-58.6]3

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-58.6]3

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-76.5]3

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-58.6]2

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-76.5]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-76.5]1

「サンド」 【サンド】 [-58.6]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-76.5]1

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-76.5]1

アクトネル錠１７．５ｍｇ〔Ａ〕(リセドロン酸ナトリウム水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-363.9]46

「テバ」 【大正薬工】 [-301.8]9

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-363.9]6

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-301.8]5

「ファイザー」 【ファイザー】 [-301.8]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-301.8]5

「ケミファ」 【日本薬工】 [-301.8]3

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-363.9]1

「日医工」 【日医工】 [-301.8]1

アクトネル錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(リセドロン酸ナトリウム水和物)
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「サワイ」 【沢井製薬】 [-59.1]4

「ケミファ」 【日本薬工】 [-46.6]4

「ファイザー」 【ファイザー】 [-46.6]2

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-59.1]1

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-46.6]1

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-46.6]1

「ユートク」 【大興製薬】 [-46.6]1

アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ〔Ａ〕(サラゾスルファピリジン)

「テバ」 【テバ製薬】 [-21.7]5

「日医工」 【日医工】 [-21.7]2

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ〔Ａ〕(サラゾスルファピリジン)

「日医工」 【日医工】 [-38.2]27

アザスルファン腸溶錠５００ｍｇ 【長生堂】 [-38.2]5

「テバ」 【テバ製薬】 [-38.2]3

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-38.2]1

「ＣＨ」 【長生堂】 [-38.2]1

アジスロマイシン錠５００ｍｇ〔Ｃ〕(アジスロマイシン水和物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]4

「日医工」 【日医工】 [-0]1

アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ〔Ｃ〕(アジスロマイシン水和物)

「タカタ」 【高田製薬】 [-0]12

アシドレス配合内服液〔Ｃ〕(水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシ
ウム)

マグテクト配合内服液分包 【日医工ファーマ】 [-0]9

マルファ配合内服液 【東洋製化】 [-0]5

アシノン錠１５０ｍｇ〔Ａ〕(ニザチジン)

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-23.4]21

アシビル内服ゼリー２００ｍｇ〔Ｃ〕(アシクロビル)

アシビル内服ゼリー２００ｍｇ 【テイコクメディックス】 [-0]3

アシビル内服ゼリー８００ｍｇ〔Ｃ〕(アシクロビル)

アシビル内服ゼリー８００ｍｇ 【テイコクメディックス】 [-0]1

アスケート錠３００ｍｇ〔Ｃ〕(Ｌ－アスパラギン酸カリウム)

アスケート錠３００ｍｇ 【共和薬工】 [-0]6

アスコンプ顆粒５０％〔Ｃ〕(アルジオキサ)

イサロン顆粒５０％ 【あすか製薬】 [-0]30

アスコンプ顆粒５０％ 【日本ケミファ】 [-0]10

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-10.1]1

アスコンプ細粒２５％〔Ｃ〕(アルジオキサ)

アスコンプ細粒２５％ 【日本ケミファ】 [-0]1

アストーマ配合カプセル〔Ｃ〕(ジプロフィリン・メトキシフェナミン配合剤)

アストーマ配合カプセル 【日医工】 [-0]1

アストマトップ錠１５ｍｇ〔Ｃ〕(ペントキシベリンクエン酸塩)

アストマトップ錠１５ｍｇ 【鶴原製薬】 [-0]2

アストマリ錠１５ｍｇ〔Ｃ〕(デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物)

シーサール錠１５ｍｇ 【東和薬品】 [-0]7

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-0]4

アストマリ錠１５ｍｇ 【鶴原製薬】 [-0]4

アストミンシロップ０．２５％〔Ａ〕(ジメモルファンリン酸塩)

ホフバンシロップ０．２５％ 【辰巳化学】 [-1]6

アストリックドライシロップ８０％〔Ｃ〕(アシクロビル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]11

アストリックドライシロップ８０％ 【日本化薬】 [-0]10

アズノール錠２ｍｇ〔Ｄ〕(アズレンスルホン酸ナトリウム水和物)

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-1.9]1

アスパラ－ＣＡ錠２００〔Ｄ〕(Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]31

アスペノンカプセル２０〔Ａ〕(アプリンジン塩酸塩)

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-48.5]5

アズレミン配合細粒〔Ｃ〕(アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グ
ルタミン)

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-0]7

アズレンスルホン酸ナトリウム１％顆粒〔Ｃ〕(アズレンスルホン酸ナトリ
ウム水和物)

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-0]1

アゼプチン錠１ｍｇ〔Ａ〕(アゼラスチン塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-36]16

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-36]14

アゼラスチン塩酸塩１ｍｇ錠 【一般名収載】 [-36]7

ラスプジン錠１ｍｇ 【東和薬品】 [-36]3

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-36]1

アダラートＣＲ錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ニフェジピン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-10.4]41

「日医工」 【日医工】 [-10.4]18

ニフェランタンＣＲ錠１０ 【全星薬品工業】 [-10.4]13

「トーワ」 【東和薬品】 [-8.9]6

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-10.4]5

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ〔Ａ〕(ニフェジピン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-17.5]107

「日医工」 【日医工】 [-17.5]59

ニフェランタンＣＲ錠２０ 【全星薬品工業】 [-17.5]35

「トーワ」 【東和薬品】 [-15.7]29

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-17.5]11

アダラートＣＲ錠４０ｍｇ〔Ａ〕(ニフェジピン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-33]72

「日医工」 【日医工】 [-33]49

ニフェランタンＣＲ錠４０ 【全星薬品工業】 [-33]18

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-33]14

「トーワ」 【東和薬品】 [-28.4]10

アダラートＬ錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ニフェジピン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-11.7]28

「日医工」 【日医工】 [-11.7]16

「トーワ」 【東和薬品】 [-11.7]12

ニフェジピン１０ｍｇ徐放錠 【一般名収載】 [-11.7]7

ニフェスロー錠１０ｍｇ 【共和薬工】 [-11.7]4

ヘルラートＬ錠１０ 【京都薬工】 [-11.7]1

ラミタレートＬ錠１０ｍｇ 【大洋薬工（岐阜）】 [-11.7]1

アダラートＬ錠２０ｍｇ〔Ａ〕(ニフェジピン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-23.8]30

「日医工」 【日医工】 [-23.8]29

「トーワ」 【東和薬品】 [-23.8]16

ニフェジピン２０ｍｇ徐放錠 【一般名収載】 [-23.8]13

ニフェスロー錠２０ｍｇ 【共和薬工】 [-23.8]4

ヘルラートＬ錠２０　２０ｍｇ 【京都薬工】 [-23.8]2

ラミタレートＬ錠２０ｍｇ 【大洋薬工（岐阜）】 [-23.8]1

「三和」 【三和化学】 [-18.9]1

アテネラートＬ錠２０ｍｇ 【鶴原製薬】 [-23.8]1

アダラートカプセル１０ｍｇ〔Ａ〕(ニフェジピン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-17.7]5

ニフェジピン１０ｍｇカプセル 【一般名収載】 [-17.7]2

アダラートカプセル５ｍｇ〔Ａ〕(ニフェジピン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8.6]7

アテレック錠１０〔Ａ〕(シルニジピン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-21]155

「ＦＦＰ」 【シオノケミカル】 [-21]1

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-21]1

アテレック錠５〔Ａ〕(シルニジピン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.8]68

アドナ散１０％〔Ｄ〕(カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物)
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「日医工」 【日医工】 [-35]1

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム１０％散 【一般名収載】 [-35]1

アドナ錠１０ｍｇ〔Ｄ〕(カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-1.1]6

アドナ錠３０ｍｇ〔Ｄ〕(カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-5.8]30

タジン錠３０ 【あすか製薬】 [-1.2]13

オダノン錠３０ｍｇ 【東和薬品】 [-5.8]12

カルタゾン錠３０ 【鶴原製薬】 [-5.8]3

ラノビ錠３０ 【イセイ】 [-5.8]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-5.8]1

アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ〔Ｃ〕(アトルバスタチンカルシウム水和物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]6

アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ〔Ｃ〕(アトルバスタチンカルシウム水和物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]2

アビリット細粒５０％〔Ａ〕(スルピリド)

「アメル」 【共和薬工】 [-51.6]5

「アメル」 【共和薬品工業】 [-51.6]1

アビリット錠１００ｍｇ〔Ａ〕(スルピリド)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12]9

「アメル」 【共和薬工】 [-12]2

スルピリド錠１００ｍｇ（ＴＹＫ） 【大正薬工】 [-12]2

アビリット錠５０ｍｇ〔Ａ〕(スルピリド)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-9]112

スルピリド錠５０ｍｇ（ＴＹＫ） 【大正薬工】 [-9]29

「アメル」 【共和薬工】 [-9]20

スルピリド５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-9]5

マーゲノール錠５０ｍｇ 【辰巳化学】 [-9]1

「ＣＨ」 【長生堂】 [-9]1

アプレース細粒２０％〔Ａ〕(トロキシピド)

トロキシン細粒２０％ 【大原薬品工業】 [-11]2

アプレース錠１００ｍｇ〔Ａ〕(トロキシピド)

トロキシン錠１００ｍｇ 【大原薬品工業】 [-7.7]41

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.7]13

アマリール０．５ｍｇ錠〔Ａ〕(グリメピリド)

「三和」 【三和化学】 [-1.3]26

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-1.3]16

「日医工」 【日医工】 [-1.3]14

「サワイ」 【沢井製薬】 [-1.3]13

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-1.3]12

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-1.3]8

「科研」 【ダイト】 [-1.3]6

「ファイザー」 【ファイザー】 [-1.3]6

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-1.3]5

「ＡＡ」 【あすか製薬】 [-1.3]5

「ケミファ」 【日本薬工】 [-1.3]4

「モチダ」 【トーアエイヨー】 [-1.3]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-1.3]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-1.3]1

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-1.3]1

アマリール１ｍｇ錠〔Ａ〕(グリメピリド)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8.1]37

「日医工」 【日医工】 [-8.7]25

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-8.1]20

「ファイザー」 【ファイザー】 [-8.1]16

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-8.1]15

「科研」 【ダイト】 [-8.1]14

「三和」 【三和化学】 [-8.1]14

「ＫＮ」 【小林化工】 [-8.7]14

「ケミファ」 【日本薬工】 [-8.1]13

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-8.7]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-8.1]11

「ＡＡ」 【あすか製薬】 [-8.1]8

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-8.7]8

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-8.1]7

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-8.7]7

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-8.7]3

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-8.1]2

「モチダ」 【トーアエイヨー】 [-8.1]2

「日新」 【日新（山形）】 [-8.1]1

「サンド」 【サンド】 [-8.7]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-8.1]1

「ＡＦＰ」 【大興製薬】 [-8.1]1

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-8.7]1

アマリール３ｍｇ錠〔Ａ〕(グリメピリド)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-18.1]13

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-18.1]11

「三和」 【三和化学】 [-22.7]10

「ファイザー」 【ファイザー】 [-18.1]9

「日医工」 【日医工】 [-22.7]7

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-22.7]6

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-18.1]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-18.1]6

「ＡＡ」 【あすか製薬】 [-18.1]6

「ケミファ」 【日本薬工】 [-18.1]5

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-22.7]4

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-22.7]3

「ＫＮ」 【小林化工】 [-22.7]3

「モチダ」 【トーアエイヨー】 [-18.1]3

「科研」 【ダイト】 [-18.1]3

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-18.1]3

「日新」 【日新（山形）】 [-18.1]1

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-22.7]1

「サンド」 【サンド】 [-22.7]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-18.1]1

アマリールＯＤ錠０．５ｍｇ〔Ａ〕(グリメピリド)

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-1.3]10

「テバ」 【テバ製薬】 [-1.3]3

「ＫＮ」 【小林化工】 [-1.3]1

アマリールＯＤ錠１ｍｇ〔Ａ〕(グリメピリド)

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-8.1]16

「テバ」 【テバ製薬】 [-8.7]7

「ＫＮ」 【小林化工】 [-8.7]4

「ケミファ」 【シオノケミカル】 [-8.1]3

アマリールＯＤ錠３ｍｇ〔Ａ〕(グリメピリド)

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-18.1]7

「ＫＮ」 【小林化工】 [-22.7]2

「テバ」 【テバ製薬】 [-22.7]1

アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ〔Ｃ〕(アミオダロン塩酸塩)

「ＴＥ」 【三全製薬】 [-0]19

アムロジンＯＤ錠１０ｍｇ〔Ａ〕(アムロジピンベシル酸塩)

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-33.6]11

「サワイ」 【沢井製薬】 [-33.6]9

「トーワ」 【東和薬品】 [-33.6]8

「テバ」 【テバ製薬】 [-46.6]4

「日医工」 【日医工】 [-33.6]3

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-46.6]2

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-33.6]2

「科研」 【大興製薬】 [-33.6]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-46.6]1

「ケミファ」 【日本薬工】 [-33.6]1

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(アムロジピンベシル酸塩)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-12.5]42

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.5]41

「トーワ」 【東和薬品】 [-12.5]41

「テバ」 【テバ製薬】 [-16.9]26

「あすか」 【大正薬工】 [-12.5]22

「日医工」 【日医工】 [-16.9]18

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-12.5]13

「ケミファ」 【日本薬工】 [-12.5]10

「科研」 【大興製薬】 [-12.5]10

「ＫＮ」 【小林化工】 [-12.5]3
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「ＮＰ」 【ニプロ】 [-16.9]3

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-12.5]2

「ＣＨ」 【長生堂】 [-16.9]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-16.9]2

「サンド」 【サンド】 [-16.9]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-16.9]1

「ＴＣＫ」 【ニプロジェネファ】 [-16.9]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-16.9]1

「アメル」 【共和薬工】 [-12.5]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-16.9]1

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-16.9]1

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ〔Ａ〕(アムロジピンベシル酸塩)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-22.3]51

「トーワ」 【東和薬品】 [-22.3]51

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.3]49

「テバ」 【テバ製薬】 [-31.3]28

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-22.3]27

「あすか」 【大正薬工】 [-22.3]20

「日医工」 【日医工】 [-22.3]18

「ケミファ」 【日本薬工】 [-22.3]17

「科研」 【大興製薬】 [-22.3]13

「ＫＮ」 【小林化工】 [-22.3]4

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-31.3]4

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-22.3]4

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-31.3]3

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-22.3]3

「サンド」 【サンド】 [-31.3]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-31.3]2

「タカタ」 【高田製薬】 [-31.3]2

「ＣＨ」 【長生堂】 [-31.3]2

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-31.3]2

「ＴＣＫ」 【ニプロジェネファ】 [-31.3]1

「ＫＲＭ」 【キョーリンリメディオ】 [-31.3]1

アムロジン錠１０ｍｇ〔Ａ〕(アムロジピンベシル酸塩)

「あすか」 【あすか製薬】 [-46.6]5

「サワイ」 【沢井製薬】 [-33.6]5

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-33.6]3

「日医工」 【日医工】 [-33.6]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-33.6]3

「ケミファ」 【日本薬工】 [-33.6]2

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-33.6]1

「ＣＨ」 【長生堂】 [-46.6]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-46.6]1

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-33.6]1

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-33.6]1

アムロジン錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(アムロジピンベシル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.5]30

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-12.5]27

「あすか」 【大正薬工】 [-12.5]25

「日医工」 【日医工】 [-16.9]25

「タイヨー」 【大興製薬】 [-12.5]21

「ケミファ」 【日本薬工】 [-12.5]20

「科研」 【ダイト】 [-16.9]19

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-12.5]16

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-12.5]10

「トーワ」 【東和薬品】 [-12.5]8

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-12.5]6

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-12.5]5

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-16.9]4

「ＱＱ」 【救急薬品工業】 [-12.5]3

「ＫＮ」 【小林化工】 [-12.5]3

「ＴＹＫ」 【バイオテックベイ】 [-16.9]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-16.9]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-16.9]1

アムロジン錠５ｍｇ〔Ａ〕(アムロジピンベシル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.3]37

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-22.3]29

「日医工」 【日医工】 [-22.3]29

「科研」 【ダイト】 [-31.3]28

「あすか」 【大正薬工】 [-22.3]27

「ケミファ」 【日本薬工】 [-22.3]19

「タイヨー」 【大興製薬】 [-22.3]17

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-22.3]14

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-22.3]10

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-22.3]10

「トーワ」 【東和薬品】 [-22.3]7

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-22.3]6

「ＱＱ」 【救急薬品工業】 [-22.3]5

「ＫＮ」 【小林化工】 [-22.3]5

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-31.3]3

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-31.3]3

「ＴＹＫ」 【バイオテックベイ】 [-31.3]1

「ＰＨ」 【キョーリンリメディオ】 [-31.3]1

「アメル」 【共和薬工】 [-22.3]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-31.3]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-31.3]1

アモバン錠１０〔Ａ〕(ゾピクロン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-17.4]37

「トーワ」 【東和薬品】 [-20.3]31

「アメル」 【共和薬工】 [-20.3]4

ゾピクロン１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-20.3]3

メトローム錠１０　１０ｍｇ 【辰巳化学】 [-20.3]2

ドパリール錠１０　１０ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-20.3]1

アモバン錠７．５〔Ａ〕(ゾピクロン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-14.4]68

アモバンテス錠７．５ 【小林化工】 [-14.4]55

「トーワ」 【東和薬品】 [-14.4]40

「アメル」 【共和薬工】 [-16.5]10

メトローム錠７．５ 【辰巳化学】 [-14.4]6

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-14.4]1

アランタＳＰ細粒２０％〔Ｃ〕(アルジオキサ)

アランタＳＰ細粒２０％ 【キッセイ】 [-0]9

アリーゼＳ配合錠〔Ｃ〕(ビオヂアスターゼ１０００配合剤)

サニアーゼ配合錠 【イセイ】 [-0]3

アリーゼＳ配合錠 【前田薬品】 [-0]2

アリセプトＤ錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ドネペジル塩酸塩)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-265.6]15

「テバ」 【テバ製薬】 [-330.6]9

「サワイ」 【沢井製薬】 [-265.6]8

「トーワ」 【東和薬品】 [-265.6]7

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-265.6]5

「日医工」 【日医工】 [-265.6]3

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-265.6]3

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-330.6]3

「ＤＳＰ」 【大日本住友製薬】 [-265.6]2

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-265.6]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-265.6]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-330.6]2

「アメル」 【共和薬工】 [-330.6]1

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-265.6]1

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-265.6]1

「科研」 【シオノケミカル】 [-265.6]1

「モチダ」 【ダイト】 [-265.6]1

アリセプトＤ錠３ｍｇ〔Ａ〕(ドネペジル塩酸塩)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-94.4]18

「テバ」 【テバ製薬】 [-122]8

「日医工」 【日医工】 [-94.4]6

「ＤＳＰ」 【大日本住友製薬】 [-94.4]5

「サワイ」 【沢井製薬】 [-94.4]4

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-94.4]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-94.4]4

「科研」 【シオノケミカル】 [-94.4]2

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-122]2

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-94.4]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-122]1

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-94.4]1

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-122]1

「モチダ」 【ダイト】 [-94.4]1

「ＮＰＩ」 【日本薬工】 [-94.4]1

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-94.4]1
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アリセプトＤ錠５ｍｇ〔Ａ〕(ドネペジル塩酸塩)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-141.2]45

「日医工」 【日医工】 [-141.2]25

「テバ」 【テバ製薬】 [-179.3]23

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-141.2]18

「サワイ」 【沢井製薬】 [-141.2]18

「トーワ」 【東和薬品】 [-141.2]11

「ＤＳＰ」 【大日本住友製薬】 [-141.2]10

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-179.3]10

「科研」 【シオノケミカル】 [-141.2]7

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-141.2]6

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-141.2]6

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-179.3]5

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-141.2]4

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-141.2]3

「モチダ」 【ダイト】 [-141.2]2

「ＮＰＩ」 【日本薬工】 [-179.3]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-179.3]1

「ＥＥ」 【救急薬品工業】 [-141.2]1

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-141.2]1

「アメル」 【共和薬工】 [-179.3]1

アリセプト細粒０．５％〔Ａ〕(ドネペジル塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-145.1]3

「日医工」 【日医工】 [-145.1]2

アリセプト錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ドネペジル塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-265.6]2

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-265.6]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-265.6]1

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-265.6]1

「テバ」 【テバ製薬】 [-330.6]1

アリセプト錠３ｍｇ〔Ａ〕(ドネペジル塩酸塩)

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-94.4]4

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-94.4]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-94.4]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-94.4]1

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-94.4]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-94.4]1

「日医工」 【日医工】 [-94.4]1

アリセプト錠５ｍｇ〔Ａ〕(ドネペジル塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-141.2]7

「テバ」 【テバ製薬】 [-179.3]6

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-141.2]6

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-141.2]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-141.2]4

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-141.2]3

「科研」 【シオノケミカル】 [-141.2]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-141.2]2

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-179.3]2

「アメル」 【共和薬工】 [-179.3]1

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-179.3]1

「ＤＳＰ」 【大日本住友製薬】 [-141.2]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-141.2]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-141.2]1

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-141.2]1

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-141.2]1

２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠〔Ｄ〕(フルスルチアミン)

ビタファントＦ錠２５ 【東和薬品】 [-0.6]35

アリミデックス錠１ｍｇ〔Ａ〕(アナストロゾール)

「ＮＫ」 【日本化薬】 [-242.3]23

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-242.3]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-242.3]5

「サワイ」 【沢井製薬】 [-242.3]4

「サンド」 【サンド】 [-242.3]3

「テバ」 【大正薬工】 [-242.3]2

「ケミファ」 【ダイト】 [-242.3]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-203.2]2

「日医工」 【日医工】 [-242.3]2

「ＫＮ」 【小林化工】 [-242.3]2

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-242.3]1

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-242.3]1

アルサルミン細粒９０％〔Ａ〕(スクラルファート水和物)

「アメル」 【共和薬工】 [-0.2]1

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-0.2]1

アルサルミン内用液１０％〔Ａ〕(スクラルファート水和物)

「日医工」 【日医工】 [-1]9

アルジオキサ顆粒２０％〔Ｃ〕(アルジオキサ)

「日医工」 【日医工】 [-0]2

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ〔Ｄ〕(スピロノラクトン)

「テバ」 【テバ製薬】 [-16.2]60

「トーワ」 【東和薬品】 [-16.2]51

「日医工」 【日医工】 [-16.2]50

スピロノラクトン２５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-16.2]28

「ＣＨ」 【長生堂】 [-7.1]10

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-16.2]4

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-16.2]3

ノイダブル錠２５ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-16.2]3

マカシーＡ錠２５ｍｇ 【ニプロ】 [-16.2]2

「タナベ」 【長生堂】 [-7.1]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-16.2]1

アルダクトンＡ錠５０ｍｇ〔Ｄ〕(スピロノラクトン)

スピロノラクトン５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-39.5]2

「ＣＨ」 【長生堂】 [-39.5]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-39.5]1

アルタットカプセル３７．５ｍｇ〔Ａ〕(ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-10.9]2

ロキサチカプセル３７．５ 【大原薬品工業】 [-10.9]1

アルタットカプセル７５ｍｇ〔Ａ〕(ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-18.3]14

ロキサチカプセル７５ 【大原薬品工業】 [-18.3]5

ロキセタートカプセル７５ｍｇ 【東和薬品】 [-18.3]1

アルファロールカプセル０．２５μｇ〔Ａ〕(アルファカルシドール)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-16.4]12

「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.4]9

ワークミンカプセル０．２５ 【あすか製薬】 [-7.4]5

「テバ」 【大正薬工】 [-16.4]4

アルファカルシドール０．２５μｇカプセル 【一般名収載】 [-16.4]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-16.4]3

「ＮｉｋＰ」 【日医工ファーマ】 [-16.4]2

トヨファロールカプセル０．２５　０．２５μｇ 【旭化成ファーマ】 [-16.4]1

「フソー」 【扶桑薬品】 [-16.4]1

「日医工」 【日医工】 [-16.4]1

カルシタミンカプセル０．２５μｇ 【ビオメディクス】 [-16.4]1

アルファロールカプセル０．５μｇ〔Ａ〕(アルファカルシドール)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-35.8]27

「サワイ」 【沢井製薬】 [-35.8]24

アルファカルシドール０．５μｇカプセル 【一般名収載】 [-35.8]16

「日医工」 【日医工】 [-35.8]15

ワークミンカプセル０．５ 【あすか製薬】 [-15.4]14

「トーワ」 【東和薬品】 [-35.8]10

トヨファロールカプセル０．５　０．５μｇ 【旭化成ファーマ】 [-35.8]9

カルシタミンカプセル０．５μｇ 【ビオメディクス】 [-35.8]5

アルシオドールカプセル０．５μｇ 【シオノケミカル】 [-35.8]2

ディーアルファカプセル０．５　０．５μｇ 【沢井製薬】 [-35.8]2

「ＮｉｋＰ」 【日医工ファーマ】 [-35.8]2

「テバ」 【大正薬工】 [-35.8]2

アロートールカプセル０．５　０．５μｇ 【ナガセ】 [-35.8]1

プラチビットカプセル０．５μｇ 【東和薬品】 [-35.8]1

アルファロールカプセル１μｇ〔Ａ〕(アルファカルシドール)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-68]34

アルファカルシドール１μｇカプセル 【一般名収載】 [-68]24

トヨファロールカプセル１．０　１μｇ 【旭化成ファーマ】 [-68]21

「サワイ」 【沢井製薬】 [-68]20

ワークミンカプセル１．０ 【あすか製薬】 [-31.5]12
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アルシオドールカプセル１μｇ 【シオノケミカル】 [-68]9

「日医工」 【日医工】 [-68]9

「テバ」 【大正薬工】 [-68]9

カルシタミンカプセル１．０μｇ　１μｇ 【ビオメディクス】 [-68]5

「ＮｉｋＰ」 【日医工ファーマ】 [-68]1

「ＥＥ」 【サンノーバ】 [-68]1

「フソー」 【扶桑薬品】 [-68]1

アルカドールカプセル１．０　１μｇ 【日本薬工】 [-68]1

プラチビットカプセル１．０μｇ　１μｇ 【東和薬品】 [-68]1

アルファロールカプセル３μｇ〔Ａ〕(アルファカルシドール)

アルファカルシドール３μｇカプセル 【一般名収載】 [-272.8]1

アルロイドＧ内用液５％〔Ｄ〕(アルギン酸ナトリウム)

アルクレイン内用液５％ 【鶴原製薬】 [-1.11]25

サンメール内用液５％ 【東亜薬品】 [-0.75]11

アレギサール錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ペミロラストカリウム)

アルジキサール錠１０ 【テバ製薬】 [-47]2

モナソサール錠１０ｍｇ 【東和薬品】 [-47]1

アレギサール錠５ｍｇ〔Ａ〕(ペミロラストカリウム)

アルジキサール錠５ 【テバ製薬】 [-29.9]3

アレギサールドライシロップ０．５％〔Ａ〕(ペミロラストカリウム)

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-30]1

タツモールドライシロップ０．５％ 【辰巳化学】 [-45.3]1

アレグラＯＤ錠６０ｍｇ〔Ａ〕(フェキソフェナジン塩酸塩)

「ファイザー」 【ファイザー】 [-30.5]7

「サワイ」 【沢井製薬】 [-40.8]3

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-30.5]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-40.8]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-30.5]1

アレグラ錠３０ｍｇ〔Ａ〕(フェキソフェナジン塩酸塩)

「ＳＡＮＩＫ」 【日医工サノフィ】 [-24.5]21

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-24.5]11

「ＫＮ」 【小林化工】 [-24.5]11

「テバ」 【大正薬工】 [-24.5]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-24.5]2

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-24.5]2

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-24.5]1

「ＫＯＧ」 【興和】 [-24.5]1

アレグラ錠６０ｍｇ〔Ａ〕(フェキソフェナジン塩酸塩)

「ＳＡＮＩＫ」 【日医工サノフィ】 [-30.5]90

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-30.5]60

「ＫＮ」 【小林化工】 [-30.5]46

「テバ」 【大正薬工】 [-30.5]17

「トーワ」 【東和薬品】 [-30.5]12

「サワイ」 【沢井製薬】 [-40.8]9

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-30.5]6

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-30.5]5

「モチダ」 【ニプロパッチ】 [-40.8]4

「ファイザー」 【ファイザー】 [-30.5]3

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-30.5]3

「ダイト」 【ダイト】 [-30.5]2

「ＫＯＧ」 【興和】 [-30.5]2

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-30.5]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-30.5]1

「ＴＯＡ」 【東亜薬品】 [-30.5]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-40.8]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-40.8]1

アレジオン錠１０〔Ａ〕(エピナスチン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-57.4]13

「日医工」 【日医工】 [-57.4]11

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-80.7]7

「トーワ」 【東和薬品】 [-57.4]6

アルピード錠１０ 【ダイト】 [-41.6]4

「ＪＧ」 【長生堂】 [-80.7]4

アレナピオン錠１０　１０ｍｇ 【長生堂】 [-80.7]3

「ファイザー」 【ファイザー】 [-80.7]1

エピナスチン塩酸塩１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-80.7]1

「ＣＨＯＳ」 【ＣＨＯ新薬】 [-80.7]1

アレジオン錠２０〔Ａ〕(エピナスチン塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-102]46

「サワイ」 【沢井製薬】 [-78.8]45

「日医工」 【日医工】 [-78.8]28

「ＪＧ」 【長生堂】 [-102]18

エピナスチン塩酸塩２０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-102]13

「トーワ」 【東和薬品】 [-78.8]11

「ファイザー」 【ファイザー】 [-102]10

「ケミファ」 【日本薬工】 [-52.1]8

アルピード錠２０ 【ダイト】 [-52.1]8

チムケント錠２０ 【日新（山形）】 [-78.8]4

ピナジオン錠２０ｍｇ 【大正薬工】 [-102]3

アレナピオン錠２０　２０ｍｇ 【長生堂】 [-102]3

「ＣＨＯＳ」 【ＣＨＯ新薬】 [-102]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-102]1

アスモット錠２０ｍｇ 【辰巳化学】 [-102]1

アレジオンドライシロップ１％〔Ａ〕(エピナスチン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-56]34

「トーワ」 【東和薬品】 [-32.7]8

「日医工」 【日医工】 [-56]8

アレロックＯＤ錠２．５〔Ａ〕(オロパタジン塩酸塩)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-20.7]6

「テバ」 【大正薬工】 [-27]5

「ファイザー」 【ファイザー】 [-20.7]2

「日医工」 【日医工】 [-27]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-20.7]1

「ＡＡ」 【ダイト】 [-20.7]1

アレロックＯＤ錠５〔Ａ〕(オロパタジン塩酸塩)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-26.3]42

「テバ」 【大正薬工】 [-30.9]34

「日医工」 【日医工】 [-30.9]11

「ファイザー」 【ファイザー】 [-26.3]10

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-30.9]9

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-26.3]6

「ＡＡ」 【ダイト】 [-26.3]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-26.3]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-30.9]3

「マルホ」 【救急薬品工業】 [-26.3]2

アレロック顆粒０．５％〔Ａ〕(オロパタジン塩酸塩)

「トーワ」 【東和薬品】 [-34.8]1

アレロック錠２．５〔Ａ〕(オロパタジン塩酸塩)

「トーワ」 【東和薬品】 [-20.7]1

「サトウ」 【佐藤製薬】 [-20.7]1

「ファイザー」 【ファイザー】 [-20.7]1

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-20.7]1

「ＮＳＫＫ」 【シオノケミカル】 [-20.7]1

アレロック錠５〔Ａ〕(オロパタジン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-30.9]14

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-26.3]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-26.3]10

「ファイザー」 【ファイザー】 [-26.3]10

「テバ」 【大正薬工】 [-30.9]10

「ＮＳＫＫ」 【シオノケミカル】 [-26.3]7

「日医工」 【日医工】 [-30.9]6

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-26.3]6

「サンド」 【サンド】 [-30.9]4

「ＴＯＡ」 【東亜薬品】 [-26.3]4

「ＡＡ」 【ダイト】 [-26.3]3

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-26.3]3

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-26.3]3

「アメル」 【共和薬工】 [-30.9]2

「サトウ」 【佐藤製薬】 [-26.3]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-30.9]2

「ＫＯＧ」 【興和】 [-30.9]2

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-26.3]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-30.9]1
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アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ〔Ａ〕(アロチノロール塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-36.8]21

「サワイ」 【沢井製薬】 [-36.8]9

アロチノロール塩酸塩１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-36.8]4

「テバ」 【大正薬工】 [-36.8]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-36.8]2

セオノマール錠１０　１０ｍｇ 【長生堂】 [-36.8]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-36.8]1

アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ〔Ａ〕(アロチノロール塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-22.3]11

アロチノロール塩酸塩５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-22.3]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.3]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-22.3]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-22.3]2

セオノマール錠５　５ｍｇ 【長生堂】 [-22.3]1

アロフト錠２０ｍｇ〔Ａ〕(アフロクアロン)

アイロメート錠２０ｍｇ 【沢井製薬】 [-15.4]5

アロマシン錠２５ｍｇ〔Ａ〕(エキセメスタン)

「ＮＫ」 【日本化薬】 [-179.9]11

「テバ」 【テバ製薬】 [-179.9]5

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-179.9]1

アンカロン錠１００〔Ａ〕(アミオダロン塩酸塩)

「ＴＥ」 【三全製薬】 [-197.2]21

「サワイ」 【沢井製薬】 [-177.8]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-197.2]3

アンギナール散１２．５％〔Ｃ〕(ジピリダモール)

アンギナール散１２．５％ 【長生堂】 [-0]7

アンプラーグ錠１００ｍｇ〔Ａ〕(サルポグレラート塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-48.2]17

「ファイザー」 【ファイザー】 [-48.2]15

「日医工」 【日医工】 [-48.2]11

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-48.2]10

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-48.2]8

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-48.2]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-48.2]5

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-48.2]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-48.2]2

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-48.2]1

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-48.2]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-48.2]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-48.2]1

「アメル」 【共和薬工】 [-65.6]1

「三和」 【シオノケミカル】 [-48.2]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-48.2]1

アンプラーグ錠５０ｍｇ〔Ａ〕(サルポグレラート塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-28.6]4

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-28.6]3

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-28.6]2

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-28.6]1

「日医工」 【日医工】 [-28.6]1

「ファイザー」 【ファイザー】 [-28.6]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-28.6]1

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ〔Ｃ〕(アンブロキソール塩酸
塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.1]10

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-0]6

「ニプロ」 【ニプロ】 [-7.1]5

アンブロキソール塩酸塩内用液０．３％〔Ｃ〕(アンブロキソール塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-0]2

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ〔Ｃ〕(ポリエンホスファチジルコリン)

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ 【アルフレッサ　ファーマ】 [-0]75

イサロン顆粒２５％〔Ｃ〕(アルジオキサ)

イサロン顆粒２５％ 【あすか製薬】 [-0]4

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-4]1

イサロン錠１００ｍｇ〔Ｃ〕(アルジオキサ)

イサロン錠１００ｍｇ 【あすか製薬】 [-0]38

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]8

アランタＳＦ錠１００ｍｇ 【キッセイ】 [-0]6

アルキサ錠１００ｍｇ 【小林化工】 [-0]1

「イセイ」 【イセイ】 [-0]1

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-0]1

イソソルビド内用液７０％分包４０ｍＬ〔Ｃ〕(イソソルビド)

「ＣＥＯ」 【セオリアファーマ】 [-0]1

イトラコナゾール錠１００ｍｇ〔Ｃ〕(イトラコナゾール)

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-0]7

イトラコナゾール錠２００〔Ｃ〕(イトラコナゾール)

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-0]3

イトラコナゾール錠５０〔Ｃ〕(イトラコナゾール)

「科研」 【科研製薬】 [-37.5]11

「日医工」 【日医工】 [-37.5]4

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-0]2

イトリゾールカプセル５０〔Ａ〕(イトラコナゾール)

イトラートカプセル５０ 【沢井製薬】 [-223.6]11

イノリンシロップ０．１％〔Ａ〕(トリメトキノール塩酸塩水和物)

トスメリアンシロップ小児用０．１％ 【東和薬品】 [-4.9]1

イミグラン錠５０〔Ａ〕(スマトリプタンコハク酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-410.9]15

「トーワ」 【東和薬品】 [-410.9]5

「タカタ」 【高田製薬】 [-410.9]5

「アメル」 【共和薬工】 [-410.9]2

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-410.9]1

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-354.3]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-410.9]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-410.9]1

インクレミンシロップ５％〔Ｃ〕(溶性ピロリン酸第二鉄)

インクレミンシロップ５％ 【アルフレッサ　ファーマ】 [-0]83

インタール細粒１０％〔Ａ〕(クロモグリク酸ナトリウム)

アレルナート細粒１０％ 【ビオメディクス】 [-63.5]2

プレント細粒１０％ 【辰巳化学】 [-63.5]1

インテバンＳＰ２５〔Ｃ〕(インドメタシン)

インテバンＳＰ２５ 【帝国製薬】 [-0]23

インデラルＬＡカプセル６０ｍｇ〔Ａ〕(プロプラノロール塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]3

インデラル錠１０ｍｇ〔Ｄ〕(プロプラノロール塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-8.7]14

ソラシロール錠１０ｍｇ 【東和薬品】 [-8.7]4

インヒベース錠０．２５〔Ａ〕(シラザプリル水和物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-3]1

インヒベース錠０．５〔Ａ〕(シラザプリル水和物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-14]1

インヒベース錠１〔Ａ〕(シラザプリル水和物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-26.4]2

インヒロック錠１ 【沢井製薬】 [-22]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22]1

インプロメン錠１ｍｇ〔Ａ〕(ブロムペリドール)

「アメル」 【共和薬工】 [-4.9]3

インプロメン錠３ｍｇ〔Ａ〕(ブロムペリドール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-18.3]1

ウテメリン錠５ｍｇ〔Ａ〕(リトドリン塩酸塩)
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ルテオニン錠５ｍｇ 【あすか製薬】 [-40.8]21

「日医工」 【日医工】 [-98.6]5

リトドリン塩酸塩５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-98.6]4

「ＰＰ」 【ポーラファルマ】 [-98.6]3

ウテロン錠５ｍｇ 【サンド】 [-98.6]2

ウラリット－Ｕ配合散〔Ａ〕(クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物)

ウリンメット配合散 【メディサ新薬】 [-12.1]9

ウロアシス配合散 【日医工】 [-12.1]1

ポトレンド配合散 【東和薬品】 [-12.1]1

ピナロック配合散 【ナガセ】 [-9.8]1

ウラリット配合錠〔Ａ〕(クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物)

ウリンメット配合錠 【メディサ新薬】 [-5.3]60

ポトレンド配合錠 【東和薬品】 [-5.3]12

ピナロック配合錠 【ナガセ】 [-4.8]6

トロノーム配合錠 【大原薬品工業】 [-4.8]2

ウルソ錠１００ｍｇ〔Ｄ〕(ウルソデオキシコール酸)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-5.3]86

「テバ」 【テバ製薬】 [-5.6]69

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-5.3]47

「トーワ」 【東和薬品】 [-5.3]43

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-5.6]12

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-5.6]5

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-5.6]1

ウルソ錠５０ｍｇ〔Ｄ〕(ウルソデオキシコール酸)

「テバ」 【テバ製薬】 [-2.8]25

「トーワ」 【東和薬品】 [-2.8]4

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-2.8]4

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-2.8]3

エースコール錠１ｍｇ〔Ａ〕(テモカプリル塩酸塩)

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-17.7]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-23.2]1

エースコール錠２ｍｇ〔Ａ〕(テモカプリル塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-30.4]9

「日医工」 【日医工】 [-36.4]7

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-30.4]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-36.4]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-36.4]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-30.4]1

エースコール錠４ｍｇ〔Ａ〕(テモカプリル塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-65.1]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-65.1]1

エクセグラン錠１００ｍｇ〔Ａ〕(ゾニサミド)

「アメル」 【共和薬工】 [-12.3]17

エクセミド錠１００ｍｇ 【共和薬工】 [-12.3]1

エクセラーゼ配合カプセル〔Ｃ〕(サナクターゼ配合剤)

エクセラーゼ配合カプセル 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-0]84

エクセラーゼ配合顆粒〔Ｃ〕(サナクターゼ配合剤)

エクセラーゼ配合顆粒 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-0]36

エクセラーゼ配合錠〔Ｃ〕(サナクターゼ配合剤)

エクセラーゼ配合錠 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-0]73

エコラン錠８０ｍｇ〔Ｃ〕(Ｌ－システイン)

ハイチオール錠８０ 【エスエス】 [-0]16

エステルチンドライシロップ０．０１％〔Ｃ〕(プロカテロール塩酸塩水和
物)

エステルチンドライシロップ０．０１％ 【高田製薬】 [-0]5

エヌ・エス配合散〔Ｃ〕(カンゾウ末配合剤)

エヌ・エス配合散 【日新（山形）】 [-0]9

エバステルＯＤ錠１０ｍｇ〔Ａ〕(エバスチン)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-37]35

「サワイ」 【沢井製薬】 [-37]24

「ファイザー」 【ファイザー】 [-53.4]11

「日医工」 【日医工】 [-37]9

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-37]5

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-53.4]4

エバステルＯＤ錠５ｍｇ〔Ａ〕(エバスチン)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-27.6]13

「サワイ」 【沢井製薬】 [-27.6]9

「日医工」 【日医工】 [-27.6]7

「ファイザー」 【ファイザー】 [-46.1]2

「タカタ」 【高田製薬】 [-27.6]1

エバステル錠１０ｍｇ〔Ａ〕(エバスチン)

「日医工」 【日医工】 [-37]7

「ファイザー」 【ファイザー】 [-53.4]5

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-37]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-37]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-37]2

エバステル錠５ｍｇ〔Ａ〕(エバスチン)

「ファイザー」 【ファイザー】 [-46.1]2

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-27.6]1

「日医工」 【日医工】 [-27.6]1

「ＣＨ」 【長生堂】 [-46.1]1

エパデールＳ３００〔Ａ〕(イコサペント酸エチル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-26]6

エパラ粒状カプセル３００ｍｇ 【日本臓器】 [-18.8]1

エパデールＳ６００〔Ａ〕(イコサペント酸エチル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-48.6]49

「日医工」 【日医工】 [-48.6]22

ソルミラン顆粒状カプセル６００ｍｇ 【森下仁丹】 [-17.6]22

エパラ粒状カプセル６００ｍｇ 【日本臓器】 [-17.6]10

「ＴＣ」 【東洋カプセル】 [-48.6]3

メルブラール粒状カプセル６００ｍｇ 【大正薬工】 [-48.6]1

エパデールＳ９００〔Ａ〕(イコサペント酸エチル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-70.3]98

「日医工」 【日医工】 [-70.3]57

ソルミラン顆粒状カプセル９００ｍｇ 【森下仁丹】 [-29.3]25

エパラ粒状カプセル９００ｍｇ 【日本臓器】 [-29.3]13

「ＴＣ」 【東洋カプセル】 [-70.3]7

エパロース粒状カプセル９００ｍｇ 【共和薬工】 [-70.3]1

エパデールカプセル３００〔Ａ〕(イコサペント酸エチル)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-25]25

「ＣＨ」 【長生堂】 [-25]16

「日医工」 【日医工】 [-25]12

シスレコンカプセル３００ 【東和薬品】 [-25]12

「Ｈｐ」 【原沢製薬工業】 [-25]4

エパロースカプセル３００ｍｇ 【共和薬工】 [-25]3

アテロパンカプセル３００ 【あすか製薬】 [-16.7]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-25]2

「フソー」 【扶桑薬品】 [-16.7]1

エパラカプセル３００ 【日本臓器】 [-16.7]1

エメラドールカプセル３００ 【京都薬工】 [-16.7]1

エビプロスタット配合錠ＤＢ〔Ｄ〕(オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエ
キス配合剤)

エルサメットＳ配合錠 【テバ製薬】 [-37]17

オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合錠 【一般名収載】 [-
37]

4

エピカルスＳ配合錠 【シオノケミカル】 [-37]1

エビプロスタット配合錠ＳＧ〔Ｄ〕(オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエ
キス配合剤)

エルサメット配合錠 【テバ製薬】 [-17.8]4

ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ〔Ｃ〕(モルヒネ硫酸塩水和物)

ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ 【帝国製薬】 [-0]3

ＭＳツワイスロンカプセル６０ｍｇ〔Ｃ〕(モルヒネ硫酸塩水和物)

ＭＳツワイスロンカプセル６０ｍｇ 【帝国製薬】 [-0]1

エラスチーム錠１８００〔Ａ〕(エラスターゼ)
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エルモナーゼ錠１８００ 【東和薬品】 [-10]2

エリスロマイシン錠２００ｍｇ〔Ｃ〕(エリスロマイシン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]12

Ｌ－ケフレックス顆粒〔Ａ〕(セファレキシン)

Ｌ－キサール顆粒５００ 【エスエス】 [-44.2]1

塩酸バンコマイシン散０．５ｇ（シオノギ）〔Ａ〕(バンコマイシン塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-1663.1]1

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-1411.5]1

エンテロノン－Ｒ散〔Ｄ〕(耐性乳酸菌)

エントモール散 【長生堂】 [-0]21

「ＪＧ」 【長生堂】 [-0]11

オイグルコン錠１．２５ｍｇ〔Ａ〕(グリベンクラミド)

「三和」 【三和化学】 [-2.1]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-2.1]9

パミルコン錠１．２５ｍｇ 【大正薬工】 [-2.1]8

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-2.1]7

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-2.1]6

「サワイ」 【沢井製薬】 [-2.1]5

「ＪＧ」 【長生堂】 [-2.1]1

「日医工」 【日医工】 [-2.1]1

オイグルコン錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(グリベンクラミド)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-7.7]15

パミルコン錠２．５ｍｇ 【大正薬工】 [-7.7]14

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.7]14

「三和」 【三和化学】 [-7.7]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.7]11

「日医工」 【日医工】 [-7.7]4

「ＪＧ」 【長生堂】 [-7.7]4

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-7.7]3

ＯＭ配合散〔Ｃ〕(ジアスターゼ・生薬配合剤)

ＮＩＭ配合散 【日医工】 [-0]8

ＯＭ配合散 【日医工ファーマ】 [-0]3

オークル錠１００ｍｇ〔Ａ〕(アクタリット)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-38.3]7

「ＴＯＡ」 【東亜薬品】 [-38.3]1

オーネスＮ配合顆粒〔Ｃ〕(ビオヂアスターゼ２０００配合剤)

オーネスＮ配合顆粒 【鶴原製薬】 [-0]3

オーネスＳＰ配合カプセル〔Ｃ〕(ビオヂアスターゼ２０００配合剤)

オーネスＳＰ配合カプセル 【鶴原製薬】 [-0]2

オーネスＳＴ配合錠〔Ｃ〕(ビオヂアスターゼ２０００配合剤)

オーネスＳＴ配合錠 【鶴原製薬】 [-0]5

オステラック錠１００〔Ａ〕(エトドラク)

「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-10.9]3

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-10.9]3

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-10.9]2

オスペイン錠１００ｍｇ 【日医工】 [-10.9]1

オステラック錠２００〔Ａ〕(エトドラク)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-15]40

「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-15]23

オスペイン錠２００ 【日医工】 [-15]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-11.5]4

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-15]2

「ＫＮ」 【小林化工】 [-15]2

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-15]1

パイペラック錠２００ｍｇ 【大正薬工】 [-15]1

オステン錠２００ｍｇ〔Ａ〕(イプリフラボン)

フラボステン錠２００ｍｇ 【東和薬品】 [-28.1]2

「テバ」 【大正薬工】 [-28.1]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-28.1]2

オゼックス錠１５０〔Ａ〕(トスフロキサシントシル酸塩水和物)

「日医工」 【日医工】 [-68.8]5

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-68.8]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-68.8]3

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-68.8]1

オゼックス錠７５〔Ａ〕(トスフロキサシントシル酸塩水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-49.2]2

オダイン錠１２５ｍｇ〔Ａ〕(フルタミド)

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-122.6]15

「ＫＮ」 【小林化工】 [-122.6]1

オドリック錠０．５ｍｇ〔Ａ〕(トランドラプリル)

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-21.5]1

オドリック錠１ｍｇ〔Ａ〕(トランドラプリル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-34.3]7

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-47.4]4

「ＯＨＡＲＡ」 【大原薬品工業】 [-47.4]1

オノンカプセル１１２．５ｍｇ〔Ａ〕(プランルカスト水和物)

「日医工」 【日医工】 [-25.1]37

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-25.1]27

「サワイ」 【沢井製薬】 [-25.1]26

「科研」 【シオノケミカル】 [-25.1]14

「トーワ」 【東和薬品】 [-25.1]9

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-25.1]1

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-25.1]1

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-25.1]1

オノンドライシロップ１０％〔Ａ〕(プランルカスト水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-30.9]24

「ＡＦＰ」 【アルフレッサ　ファーマ】 [-38.3]17

「ＥＫ」 【小林化工】 [-30.9]14

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-30.9]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-30.9]8

「日医工」 【日医工】 [-30.9]8

「タカタ」 【高田製薬】 [-30.9]3

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-30.9]1

オパルモン錠５μｇ〔Ａ〕(リマプロスト　アルファデクス)

リマルモン錠５μｇ 【メディサ新薬】 [-40]102

「日医工」 【日医工】 [-40]65

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-40]57

「テバ」 【テバ製薬】 [-32.1]37

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-32.1]13

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-40]6

オメプラゾン錠１０ｍｇ〔Ａ〕(オメプラゾール)

「ＳＷ」 【メディサ新薬】 [-38.6]67

オブランゼ錠１０ 【テバ製薬】 [-45.6]42

「日医工」 【日医工】 [-45.6]37

「トーワ」 【東和薬品】 [-45.6]19

「アメル」 【共和薬工】 [-45.6]13

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-45.6]12

「ケミファ」 【シオノケミカル】 [-38.6]6

オメプロトン錠１０ｍｇ 【沢井製薬】 [-38.6]1

オメプラゾン錠２０ｍｇ〔Ａ〕(オメプラゾール)

「ＳＷ」 【メディサ新薬】 [-66.2]88

オブランゼ錠２０ 【テバ製薬】 [-82.5]38

「日医工」 【日医工】 [-82.5]25

「トーワ」 【東和薬品】 [-82.5]21

「アメル」 【共和薬工】 [-82.5]17

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-82.5]11

「ケミファ」 【シオノケミカル】 [-66.2]4

オメプロトン錠２０ｍｇ 【沢井製薬】 [-66.2]3

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-82.5]1

「ＴＳＵ」 【鶴原製薬】 [-82.5]1

カイロック細粒４０％〔Ａ〕(シメチジン)

「トーワ」 【東和薬品】 [-13.4]4

ガスコン錠８０ｍｇ〔Ｄ〕(ジメチコン)

ポリシロ錠８０ｍｇ 【堀井薬品工業】 [-0.3]2
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ガスターＤ錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ファモチジン)

「テバ」 【テバ製薬】 [-17.4]94

「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.4]73

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-16.4]35

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-16.4]24

ファモチジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ 【一般名収載】 [-17.4]22

「ケミファ」 【シオノケミカル】 [-16.4]13

「トーワ」 【東和薬品】 [-16.4]12

「日医工」 【日医工】 [-16.4]12

ガスリックＤ錠１０ｍｇ 【日新（山形）】 [-16.4]4

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-17.4]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-16.4]2

クリマーゲンＯＤ錠１０ｍｇ 【マイラン製薬】 [-16.4]1

ガスターＤ錠２０ｍｇ〔Ａ〕(ファモチジン)

「テバ」 【テバ製薬】 [-33.7]103

「サワイ」 【沢井製薬】 [-33.7]89

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-26.8]49

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-26.8]36

ファモチジン口腔内崩壊錠２０ｍｇ 【一般名収載】 [-33.7]34

「ケミファ」 【シオノケミカル】 [-20.7]28

「トーワ」 【東和薬品】 [-26.8]15

「日医工」 【日医工】 [-33.7]12

ガスリックＤ錠２０ｍｇ 【日新（山形）】 [-26.8]10

クリマーゲンＯＤ錠２０ｍｇ 【マイラン製薬】 [-26.8]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-33.7]1

ガスター散１０％〔Ａ〕(ファモチジン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-143.9]6

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-143.9]4

ストマルコン散１０％ 【大正薬工】 [-143.9]1

ガスター散２％〔Ａ〕(ファモチジン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-32.8]11

「日医工」 【日医工】 [-32.8]7

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-32.8]3

ストマルコン散２％ 【大正薬工】 [-40]2

ガスター錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ファモチジン)

「テバ」 【テバ製薬】 [-17.4]28

「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.4]17

ファモチジン１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-17.4]8

「トーワ」 【東和薬品】 [-16.4]4

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-16.4]3

「日医工」 【日医工】 [-16.4]3

「ケミファ」 【シオノケミカル】 [-16.4]1

ブロスターＭ錠１０ 【サンノーバ】 [-16.4]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-17.4]1

ガスリック錠１０ｍｇ 【日新（山形）】 [-16.4]1

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-17.4]1

ガスター錠２０ｍｇ〔Ａ〕(ファモチジン)

「テバ」 【テバ製薬】 [-33.7]40

「サワイ」 【沢井製薬】 [-33.7]16

ファモチジン２０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-33.7]9

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-26.8]6

「日医工」 【日医工】 [-33.7]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-26.8]2

ガスリック錠２０ｍｇ 【日新（山形）】 [-26.8]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-33.7]1

チオスター錠２０　２０ｍｇ 【全星薬品工業】 [-33.7]1

ガストローム顆粒６６．７％〔Ａ〕(エカベトナトリウム水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.4]19

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-7.4]7

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-7.4]5

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-7.4]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.4]2

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-7.4]1

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-7.4]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-7.4]1

ガストロゼピン錠２５ｍｇ〔Ａ〕(ピレンゼピン塩酸塩水和物)

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-8.1]1

ガスモチン散１％〔Ａ〕(モサプリドクエン酸塩水和物)

「テバ」 【大正薬工】 [-15.5]8

「日医工」 【日医工】 [-15.5]7

ガスモチン錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(モサプリドクエン酸塩水和物)

「テバ」 【大正薬工】 [-1.4]1

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-1.4]1

ガスモチン錠５ｍｇ〔Ａ〕(モサプリドクエン酸塩水和物)

「テバ」 【大正薬工】 [-8.5]41

「ファイザー」 【ファイザー】 [-8.5]36

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8.5]25

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-8.5]21

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-8.5]19

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-8.5]16

「トーワ」 【東和薬品】 [-8.5]14

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-8.5]13

「日医工」 【日医工】 [-8.5]12

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-8.5]12

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-8.5]12

「ＫＯＧ」 【日本薬工】 [-8.5]5

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-8.5]3

「サンド」 【サンド】 [-8.5]3

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-8.5]1

「ＴＳＵ」 【鶴原製薬】 [-8.5]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-8.5]1

「アメル」 【共和薬工】 [-8.5]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-8.5]1

ガスロンＮ細粒０．８％〔Ａ〕(イルソグラジンマレイン酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-87.5]6

セレガスロン細粒０．８％ 【テバ製薬】 [-87.5]3

イルソグラジンマレイン酸塩０．８％細粒 【一般名収載】 [-87.5]2

ガスロンＮ錠２ｍｇ〔Ａ〕(イルソグラジンマレイン酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-20.1]22

セレガスロン錠２　２ｍｇ 【テバ製薬】 [-20.1]14

イルソグラジンマレイン酸塩２ｍｇ錠 【一般名収載】 [-20.1]13

イノマール錠２　２ｍｇ 【沢井製薬】 [-20.1]11

「サワイ」 【沢井製薬】 [-20.1]9

ガスロンＮ錠４ｍｇ〔Ａ〕(イルソグラジンマレイン酸塩)

セレガスロン錠４ 【テバ製薬】 [-41.5]6

「日医工」 【日医工】 [-51.8]4

イルソグラジンマレイン酸塩４ｍｇ錠 【】 [-51.8]1

カソデックス錠８０ｍｇ〔Ａ〕(ビカルタミド)

「あすか」 【あすか製薬】 [-405.5]46

「ＮＫ」 【日本化薬】 [-405.5]31

「ファイザー」 【ファイザー】 [-512.3]22

「テバ」 【テバ製薬】 [-512.3]17

「日医工」 【日医工】 [-512.3]13

「サワイ」 【沢井製薬】 [-405.5]9

「トーワ」 【東和薬品】 [-512.3]4

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-512.3]1

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-512.3]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-512.3]1

「ケミファ」 【大興製薬】 [-405.5]1

ガナトン錠５０ｍｇ〔Ａ〕(イトプリド塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.1]29

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-7.1]7

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-7.1]7

「日医工」 【日医工】 [-7.1]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.1]4

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-7.1]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-7.1]2

「ＰＨ」 【キョーリンリメディオ】 [-7.1]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-7.1]1

カバサール錠０．２５ｍｇ〔Ａ〕(カベルゴリン)

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-30.2]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-30.2]1

10/51



カバサール錠１．０ｍｇ〔Ａ〕(カベルゴリン)

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-102.1]1

カプトリル－Ｒカプセル１８．７５ｍｇ〔Ａ〕(カプトプリル)

「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-19.8]5

カプトリル錠１２．５ｍｇ〔Ａ〕(カプトプリル)

カプトプリル１２．５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-15.5]2

「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-15.5]1

「日医工」 【日医工】 [-15.5]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-15.5]1

カリエードプラス散（分包）９６．７％〔Ｃ〕(ポリスチレンスルホン酸カルシ
ウム)

カリエードプラス散（分包）９６．７％ 【東洋製化】 [-0]2

カルグート錠５〔Ａ〕(デノパミン)

デノパミール錠５ 【マルコ】 [-13.6]1

「日医工」 【日医工】 [-20.1]1

カルスロット錠１０〔Ａ〕(マニジピン塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-20.8]5

「日医工」 【日医工】 [-20.8]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.7]3

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-20.8]1

カルスロット錠２０〔Ａ〕(マニジピン塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-41.3]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-41.3]4

カオルトーン錠２０ 【日新（山形）】 [-41.3]1

カルスロット錠５〔Ａ〕(マニジピン塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-12.8]2

カルタン錠２５０〔Ａ〕(沈降炭酸カルシウム)

「三和」 【三和化学】 [-0.2]1

カルタン錠５００〔Ａ〕(沈降炭酸カルシウム)

「三和」 【三和化学】 [-0.6]15

カルタレチン錠５００ 【テバ製薬】 [-0.6]4

カルデナリン錠０．５ｍｇ〔Ａ〕(ドキサゾシンメシル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-9.4]4

カルバドゲン錠０．５ｍｇ 【テバ製薬】 [-9.4]3

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-9.4]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-9.4]1

「日医工」 【日医工】 [-9.4]1

カルデナリン錠１ｍｇ〔Ａ〕(ドキサゾシンメシル酸塩)

カルバドゲン錠１ｍｇ 【テバ製薬】 [-18.3]28

「サワイ」 【沢井製薬】 [-18.3]25

「日医工」 【日医工】 [-18.3]24

「テバ」 【テバ製薬】 [-18.3]17

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-21.4]10

カズマリン錠１ｍｇ 【日新（山形）】 [-18.3]7

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-18.3]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-18.3]3

「ＪＧ」 【長生堂】 [-18.3]2

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-18.3]2

ドキサゾシンメシル酸塩１ｍｇ錠 【一般名収載】 [-21.4]2

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-18.3]1

カルデナリン錠２ｍｇ〔Ａ〕(ドキサゾシンメシル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-34]32

「日医工」 【日医工】 [-34]29

「テバ」 【テバ製薬】 [-34]20

カルバドゲン錠２ｍｇ 【テバ製薬】 [-34]18

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-41.8]16

カズマリン錠２ｍｇ 【日新（山形）】 [-34]9

「トーワ」 【東和薬品】 [-34]4

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-24.9]4

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-34]3

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-34]2

ドキサゾシンメシル酸塩２ｍｇ錠 【一般名収載】 [-41.8]2

「ＪＧ」 【長生堂】 [-34]1

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-24.9]1

カルデナリン錠４ｍｇ〔Ａ〕(ドキサゾシンメシル酸塩)

カルバドゲン錠４ｍｇ 【テバ製薬】 [-57.3]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-57.3]3

「テバ」 【テバ製薬】 [-57.3]1

「日医工」 【日医工】 [-57.3]1

ドキサゾシンメシル酸塩４ｍｇ錠 【一般名収載】 [-77.4]1

カルナクリン錠２５〔Ｄ〕(カリジノゲナーゼ)

「日医工」 【日医工】 [-7]13

プロモチンＳ錠２５ 【ローマン】 [-1.7]3

「サワイ」 【東菱薬品工業】 [-7]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-7]2

カルナクリン錠５０〔Ｄ〕(カリジノゲナーゼ)

「日医工」 【日医工】 [-16.5]33

「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.5]12

カリジノゲナーゼ５０単位錠 【一般名収載】 [-16.5]10

ローザグッド錠５０ 【藤本製薬】 [-5.9]8

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-13.4]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-16.5]3

「テバ」 【テバ製薬】 [-16.5]2

プロモチンＳ錠５０ 【ローマン】 [-5.9]2

プロクレイン錠５０　５０単位 【東菱薬品工業】 [-16.5]2

Ｓ－カルジー錠５０　５０単位 【日新（山形）】 [-16.5]1

カルビスケン錠５ｍｇ〔Ａ〕(ピンドロール)

「トーワ」 【東和薬品】 [-12.5]2

「イセイ」 【イセイ】 [-12.5]2

「日医工」 【日医工】 [-12.5]1

ピンドロール５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-12.5]1

カルブロック錠１６ｍｇ〔Ａ〕(アゼルニジピン)

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-33]34

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-33]16

「テバ」 【大正薬工】 [-28.3]16

「日医工」 【日医工】 [-28.3]15

「トーワ」 【東和薬品】 [-33]15

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-28.3]13

「ＫＯＧ」 【興和】 [-33]7

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-28.3]2

カルブロック錠８ｍｇ〔Ａ〕(アゼルニジピン)

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-18.6]26

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-18.6]14

「日医工」 【日医工】 [-16]9

「テバ」 【大正薬工】 [-16]9

「トーワ」 【東和薬品】 [-18.6]8

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-16]4

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-16]2

「ＫＯＧ」 【興和】 [-18.6]2

カルボシステインＤＳ３３．３％〔Ｃ〕(カルボシステイン)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]1

カロデリン細粒５％〔Ｃ〕(ピレンゼピン塩酸塩水和物)

カロデリン細粒５％ 【日本ケミファ】 [-0]1

カロナール錠２００ｍｇ〔Ｃ〕(アセトアミノフェン)

カロナール錠２００ 【昭和薬品化工】 [-0]300

コカール錠２００ｍｇ 【三和化学】 [-0]10

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-0]4

カルジール錠２００ 【テバ製薬】 [-0]2

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ（ＴＹＫ） 【大正薬工】 [-0]1

サールツー錠２００ｍｇ 【東和薬品】 [-0]1

カロナール細粒２０％〔Ｃ〕(アセトアミノフェン)

カロナール細粒２０％ 【昭和薬品化工】 [-0]195

カロナール細粒５０％〔Ｃ〕(アセトアミノフェン)

カロナール細粒５０％ 【昭和薬品化工】 [-0]34

カロナール錠３００ｍｇ〔Ｃ〕(アセトアミノフェン)
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カロナール錠３００ 【昭和薬品化工】 [-0]178

カロナール錠５００〔Ｃ〕(アセトアミノフェン)

カロナール錠５００ 【昭和薬品化工】 [-0]64

カロナールシロップ２％〔Ｃ〕(アセトアミノフェン)

カロナールシロップ２％ 【昭和薬品化工】 [-0]16

カロリールゼリー４０．４９６％〔Ｃ〕(ラクツロース)

ラグノスゼリー分包１６．０５ｇ 【大蔵製薬】 [-0]6

カロリールゼリー４０．４９６％ 【佐藤製薬】 [-0]4

カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ〔Ｃ〕(カンデサルタンシレキセチル)

「ＫＮ」 【小林化工】 [-0]1

カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ〔Ｃ〕(カンデサルタンシレキセチル)

「ＫＮ」 【小林化工】 [-0]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]1

カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ〔Ｃ〕(カンデサルタンシレキセチル)

「ＫＮ」 【小林化工】 [-0]1

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-0]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]1

キネダック錠５０ｍｇ〔Ａ〕(エパルレスタット)

キネックス錠５０ 【テバ製薬】 [-75.6]49

「サワイ」 【沢井製薬】 [-57.1]14

「ファイザー」 【ファイザー】 [-90.8]13

「日医工」 【日医工】 [-75.6]8

「ＥＫ」 【小林化工】 [-75.6]7

エパルレスタット５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-90.8]5

「タナベ」 【長生堂】 [-90.8]2

「ＯＨＡＲＡ」 【大原薬品工業】 [-90.8]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-90.8]2

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-90.8]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-75.6]2

「ケミファ」 【メディサ新薬】 [-57.1]2

モネダックス錠５０ｍｇ 【大正薬工】 [-75.6]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-75.6]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-75.6]1

キャルマック錠５０ｍｇ 【日新（山形）】 [-75.6]1

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-75.6]1

キョウベリン錠１００〔Ｃ〕(ベルベリン塩化物水和物)

キョウベリン錠１００ 【サンド】 [-0]6

クエチアピン錠１２．５ｍｇ〔Ｃ〕(クエチアピンフマル酸塩)

「アメル」 【共和薬工】 [-0]25

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-0.4]2

グラケーカプセル１５ｍｇ〔Ａ〕(メナテトレノン)

「科研」 【大興製薬】 [-14.6]11

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-14.6]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-14.6]4

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-14.6]3

「日本臓器」 【東海カプセル】 [-16.8]3

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-14.6]2

「日医工」 【日医工】 [-14.6]2

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-14.6]2

「ＣＨ」 【長生堂】 [-14.6]1

グラニセトロン内服ゼリー１ｍｇ〔Ｃ〕(グラニセトロン塩酸塩)

「ケミファ」 【テイコクメディックス】 [-0]2

クラビット細粒１０％〔Ａ〕(レボフロキサシン水和物)

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-46.7]4

クラビット錠２５０ｍｇ〔Ａ〕(レボフロキサシン水和物)

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-126.8]38

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-126.8]7

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-126.8]6

「サンド」 【サンド】 [-126.8]5

「日医工Ｐ」 【ヤクハン】 [-126.8]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-126.8]2

「科研」 【シオノケミカル】 [-126.8]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-126.8]2

「サノフィ」 【共和クリティケア】 [-126.8]1

「ＣＨ」 【長生堂】 [-126.8]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-126.8]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-126.8]1

「ニットー」 【日東メディック】 [-126.8]1

「ファイザー」 【ファイザー】 [-126.8]1

「サトウ」 【佐藤製薬】 [-126.8]1

クラビット錠５００ｍｇ〔Ａ〕(レボフロキサシン水和物)

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-226.3]85

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-226.3]21

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-226.3]13

「サンド」 【サンド】 [-226.3]11

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-226.3]9

「トーワ」 【東和薬品】 [-226.3]9

「日医工Ｐ」 【ヤクハン】 [-226.3]7

「テバ」 【テバ製薬】 [-226.3]6

「サワイ」 【沢井製薬】 [-226.3]6

「ニットー」 【日東メディック】 [-226.3]5

「ニプロ」 【ニプロ】 [-226.3]5

「ファイザー」 【ファイザー】 [-226.3]3

「サノフィ」 【共和クリティケア】 [-226.3]3

「サトウ」 【佐藤製薬】 [-226.3]2

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-226.3]2

「ケミファ」 【大興製薬】 [-226.3]2

「科研」 【シオノケミカル】 [-226.3]2

「ＣＨ」 【長生堂】 [-226.3]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-226.3]1

グラマリール細粒１０％〔Ａ〕(チアプリド塩酸塩)

チアプリド塩酸塩１０％細粒 【一般名収載】 [-73.1]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-73.1]1

チアリール細粒１０％ 【日医工】 [-73.1]1

グラマリール錠２５ｍｇ〔Ａ〕(チアプリド塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-17.3]41

「日医工」 【ダイト】 [-17.3]15

「テバ」 【テバ製薬】 [-17.3]14

チアプリド塩酸塩２５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-17.3]12

「ＪＧ」 【長生堂】 [-17.3]6

チアリール錠２５　２５ｍｇ 【ダイト】 [-17.3]4

「アメル」 【共和薬工】 [-17.3]1

チアラリード錠２５ｍｇ 【長生堂】 [-17.3]1

チアプリム錠２５　２５ｍｇ 【沢井製薬】 [-]1

グラマリール錠５０ｍｇ〔Ａ〕(チアプリド塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-37.6]4

「日医工」 【ダイト】 [-37.6]3

「テバ」 【テバ製薬】 [-37.6]3

「ＪＧ」 【長生堂】 [-37.6]2

「アメル」 【共和薬工】 [-37.6]1

チアリール錠５０　５０ｍｇ 【ダイト】 [-37.6]1

チアプリド塩酸塩５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-37.6]1

クラリシッド錠２００ｍｇ〔Ａ〕(クラリスロマイシン)

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-35.2]47

「サワイ」 【沢井製薬】 [-47.1]42

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-47.1]32

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-47.1]23

「日医工」 【日医工】 [-47.1]17

マインベース錠２００ 【大正薬工】 [-35.2]14

「ＮＰＩ」 【日本薬工】 [-35.2]14

「タカタ」 【高田製薬】 [-35.2]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-35.2]11

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-47.1]6

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-47.1]5

「サンド」 【サンド】 [-47.1]5

「ＣＨ」 【長生堂】 [-47.1]4

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-47.1]4

クラロイシン錠２００ 【シオノケミカル】 [-35.2]2

「ＥＭＥＣ」 【メディサ新薬】 [-35.2]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-47.1]1

クラリシッド錠５０ｍｇ小児用〔Ａ〕(クラリスロマイシン)
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「サワイ」 【沢井製薬】 [-32]14

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-24.1]13

「タカタ」 【高田製薬】 [-24.1]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-24.1]3

マインベース錠５０小児用 【大正薬工】 [-24.1]2

「日医工」 【日医工】 [-32]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-32]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-32]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-32]2

「ＥＭＥＣ」 【メディサ新薬】 [-24.1]2

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-32]1

クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用〔Ａ〕(クラリスロマイシン)

「タカタ」 【高田製薬】 [-34.3]34

「トーワ」 【東和薬品】 [-34.3]9

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-34.3]8

「サワイ」 【沢井製薬】 [-47.8]7

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-34.3]1

「日医工」 【日医工】 [-47.8]1

「ＥＭＥＣ」 【メディサ新薬】 [-34.3]1

クラリス錠２００〔Ａ〕(クラリスロマイシン)

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-35.2]47

「サワイ」 【沢井製薬】 [-47.1]42

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-47.1]32

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-47.1]23

「日医工」 【日医工】 [-47.1]17

マインベース錠２００ 【大正薬工】 [-35.2]14

「ＮＰＩ」 【日本薬工】 [-35.2]14

「タカタ」 【高田製薬】 [-35.2]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-35.2]11

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-47.1]6

「サンド」 【サンド】 [-47.1]5

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-47.1]5

「ＣＨ」 【長生堂】 [-47.1]4

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-47.1]4

「ＥＭＥＣ」 【メディサ新薬】 [-35.2]2

クラロイシン錠２００ 【シオノケミカル】 [-35.2]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-47.1]1

クラリス錠５０小児用〔Ａ〕(クラリスロマイシン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-32]14

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-24.1]13

「タカタ」 【高田製薬】 [-24.1]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-24.1]3

マインベース錠５０小児用 【大正薬工】 [-24.1]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-32]2

「日医工」 【日医工】 [-32]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-32]2

「ＥＭＥＣ」 【メディサ新薬】 [-24.1]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-32]2

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-32]1

クラリスドライシロップ１０％小児用〔Ａ〕(クラリスロマイシン)

「タカタ」 【高田製薬】 [-34.3]34

「トーワ」 【東和薬品】 [-34.3]9

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-34.3]8

「サワイ」 【沢井製薬】 [-47.8]7

「日医工」 【日医工】 [-47.8]1

「ＥＭＥＣ」 【メディサ新薬】 [-34.3]1

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-34.3]1

クラリチン錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ロラタジン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-41.1]16

「日医工」 【日医工】 [-41.1]10

「ファイザー」 【ファイザー】 [-41.1]9

「ＫＮ」 【小林化工】 [-41.1]5

「ＡＡ」 【あすか製薬】 [-41.1]4

「アメル」 【共和薬工】 [-41.1]3

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-41.1]2

「ケミファ」 【ダイト】 [-41.1]2

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-41.1]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-41.1]1

「日新」 【日新（山形）】 [-41.1]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-41.1]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-41.1]1

クラリチンドライシロップ１％〔Ａ〕(ロラタジン)

「トーワ」 【東和薬品】 [-78.6]5

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-78.6]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-78.6]2

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ロラタジン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-41.1]14

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-41.1]13

「トーワ」 【東和薬品】 [-41.1]12

「ＡＡ」 【あすか製薬】 [-41.1]11

「ファイザー」 【ファイザー】 [-41.1]11

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-41.1]5

「日医工」 【日医工】 [-41.1]5

「ケミファ」 【ダイト】 [-41.1]4

「モチダ」 【救急薬品工業】 [-41.1]3

「アメル」 【共和薬工】 [-41.1]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-41.1]2

「日新」 【日新（山形）】 [-41.1]1

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-41.1]1

グランダキシン細粒１０％〔Ａ〕(トフィソパム)

「ＣＨ」 【長生堂】 [-18.7]1

グランダキシン錠５０〔Ａ〕(トフィソパム)

トフィス錠５０ｍｇ 【沢井製薬】 [-9.9]25

「日医工」 【日医工】 [-9.9]13

グランパム錠５０ｍｇ 【東和薬品】 [-9.9]10

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-9.9]6

エマンダキシン錠５０ｍｇ 【長生堂】 [-9.9]5

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-9.9]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-9.9]2

バイダキシン錠５０ｍｇ 【ナガセ】 [-9.9]1

グリコラン錠２５０ｍｇ〔Ｄ〕(メトホルミン塩酸塩)

メデット錠２５０ｍｇ 【トーアエイヨー】 [-0]88

ネルビス錠２５０ｍｇ 【三和化学】 [-0]13

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]6

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-0]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-0]1

グリベック錠１００ｍｇ〔Ａ〕(イマチニブメシル酸塩)

「ヤクルト」 【高田製薬】 [-1077.1]1

グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ〔Ａ〕(グリクラジド)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-6.9]15

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-9.1]15

「トーワ」 【東和薬品】 [-9.1]5

グリミクロン錠４０ｍｇ〔Ａ〕(グリクラジド)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-19.7]21

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-19.7]13

「ＫＮ」 【小林化工】 [-17.8]9

グリクラジド４０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-19.7]7

「トーワ」 【東和薬品】 [-19.7]5

グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ〔Ａ〕(アカルボース)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-14.6]8

「ファイザー」 【ファイザー】 [-14.6]6

グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ〔Ａ〕(アカルボース)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-8.5]5

「ファイザー」 【ファイザー】 [-8.5]4

グルコバイ錠１００ｍｇ〔Ａ〕(アカルボース)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-14.6]18

「サワイ」 【沢井製薬】 [-14.6]15

「日医工」 【日医工】 [-14.6]6

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-14.6]4

「ファイザー」 【ファイザー】 [-14.6]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-14.6]1

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-14.6]1

グルコバイ錠５０ｍｇ〔Ａ〕(アカルボース)
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「タイヨー」 【テバ製薬】 [-8.5]13

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8.5]7

「日医工」 【日医工】 [-8.5]6

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-8.5]1

「ファイザー」 【ファイザー】 [-8.5]1

Ｌ－グルタミン顆粒９９％〔Ｃ〕(ｌ－グルタミン)

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-0]3

クレ・ママレットドライシロップ０．１％〔Ｃ〕(クレマスチンフマル酸塩)

テルギンＧドライシロップ０．１％ 【高田製薬】 [-0]89

クレ・ママレットドライシロップ０．１％ 【昭和薬品化工】 [-0]5

クレメジンカプセル２００ｍｇ〔Ａ〕(球形吸着炭)

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-7.1]4

クレメジン細粒分包２ｇ〔Ａ〕(球形吸着炭)

「日医工」 【日医工】 [-32.5]35

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-32.5]21

ケイキサレート散〔Ａ〕(ポリスチレンスルホン酸ナトリウム)

カリセラム－Ｎａ末 【扶桑薬品】 [-6]1

ケタスカプセル１０ｍｇ〔Ａ〕(イブジラスト)

ピナトスカプセル１０ｍｇ 【大正薬工】 [-15.1]126

ゲファルナート細粒10%〔Ａ〕(ゲファルナート)

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-0]1

ケフラールカプセル２５０ｍｇ〔Ａ〕(セファクロル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-31.1]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-31.1]5

「ＪＧ」 【長生堂】 [-31.1]5

「日医工」 【日医工】 [-31.1]3

エリカナールカプセル２５０　２５０ｍｇ 【東和薬品】 [-31.1]1

ケフラール細粒小児用１００ｍｇ〔Ａ〕(セファクロル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-27.3]2

ケフレックスカプセル２５０ｍｇ〔Ａ〕(セファレキシン)

「トーワ」 【東和薬品】 [-19.4]3

ケルロング錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ベタキソロール塩酸塩)

「テバ」 【テバ製薬】 [-101.3]4

タルロング錠１０ｍｇ 【大正薬工】 [-101.3]3

ベタキール錠１０ 【沢井製薬】 [-76.5]3

ベタキソロール塩酸塩１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-101.3]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-76.5]2

ケルロング錠５ｍｇ〔Ａ〕(ベタキソロール塩酸塩)

ベタキール錠５ 【沢井製薬】 [-39.2]9

ベタキソロール塩酸塩５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-48.1]6

「テバ」 【テバ製薬】 [-48.1]6

「サワイ」 【沢井製薬】 [-39.2]3

タルロング錠５ｍｇ 【大正薬工】 [-39.2]1

コートリズム錠１００ｍｇ〔Ｃ〕(シロスタゾール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-63.2]27

「日医工」 【日医工】 [-63.2]24

「テバ」 【テバ製薬】 [-63.2]22

シロスタゾール錠１００ｍｇ 【一般名収載】 [-63.2]13

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-49.2]8

「ケミファ」 【日本薬工】 [-0]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-63.2]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-63.2]3

ホルダゾール錠１００　１００ｍｇ 【大正薬工】 [-63.2]2

「タナベ」 【長生堂】 [-63.2]2

コートリズム錠１００ｍｇ 【寿】 [-0]1

「ＫＮ」 【小林化工】 [-63.2]1

プレトモール錠１００ 【旭化成ファーマ】 [-49.2]1

コートリズム錠５０ｍｇ〔Ｃ〕(シロスタゾール)

「日医工」 【日医工】 [-36.8]19

「テバ」 【テバ製薬】 [-36.8]11

「サワイ」 【沢井製薬】 [-36.8]11

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-36.8]10

シロスタゾール錠５０ｍｇ 【一般名収載】 [-36.8]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-36.8]3

「タナベ」 【長生堂】 [-36.8]2

「ケミファ」 【日本薬工】 [-0]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-36.8]1

コカールドライシロップ４０％〔Ｃ〕(アセトアミノフェン)

コカールドライシロップ４０％ 【三和化学】 [-0]13

コニール錠２〔Ａ〕(ベニジピン塩酸塩)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-16.1]16

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-16.1]15

「日医工」 【日医工】 [-12.3]8

「ＮＰＩ」 【日本薬工】 [-12.3]5

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-12.3]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-12.3]2

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-16.1]2

「ＣＨ」 【長生堂】 [-16.1]1

コニプロス錠２ｍｇ 【日新（山形）】 [-12.3]1

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-16.1]1

「ＯＭＥ」 【大原薬品工業】 [-16.1]1

コニール錠４〔Ａ〕(ベニジピン塩酸塩)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-28.6]61

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-28.6]47

「日医工」 【日医工】 [-22.4]18

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-22.4]9

「ＮＰＩ」 【日本薬工】 [-22.4]8

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-28.6]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-22.4]6

「ＯＭＥ」 【大原薬品工業】 [-28.6]6

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-28.6]4

コニプロス錠４ｍｇ 【日新（山形）】 [-22.4]4

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-22.4]4

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-28.6]3

「ＣＨ」 【長生堂】 [-28.6]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-28.6]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-28.6]1

コニール錠８〔Ａ〕(ベニジピン塩酸塩)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-59.5]17

「日医工」 【日医工】 [-59.5]5

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-42.2]4

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-59.5]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-74.3]2

「ＮＰＩ」 【日本薬工】 [-42.2]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-42.2]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-59.5]1

ベニジピン塩酸塩８ｍｇ錠 【一般名収載】 [-74.3]1

コバシル錠２ｍｇ〔Ａ〕(ペリンドプリルエルブミン)

「日医工」 【日医工】 [-34.8]7

「サワイ」 【沢井製薬】 [-32.3]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-32.3]1

コバシル錠４ｍｇ〔Ａ〕(ペリンドプリルエルブミン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-61.3]22

「日医工」 【日医工】 [-64.9]17

「トーワ」 【東和薬品】 [-61.3]2

コバマミド錠２５０μｇ〔Ｃ〕(コバマミド)

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-0]1

コベニール配合顆粒〔Ｃ〕(イソロイシン・ロイシン・バリン)

リックル配合顆粒 【沢井製薬】 [-0]7

アミノバクト配合顆粒 【日医工】 [-0]7

コメリアンコーワ錠１００〔Ａ〕(ジラゼプ塩酸塩水和物)

「日医工」 【日医工】 [-12.8]20

「トーワ」 【東和薬品】 [-12.8]8

タンタリック錠１００ｍｇ 【沢井製薬】 [-12.8]7

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.8]4

ジラゼプ塩酸塩１００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-12.8]2

トルクシール錠１００ｍｇ 【日新（山形）】 [-12.8]1
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「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-12.8]1

コメリアンコーワ錠５０〔Ａ〕(ジラゼプ塩酸塩水和物)

「日医工」 【日医工】 [-5.7]14

タンタリック錠５０ｍｇ 【沢井製薬】 [-5.7]9

「サワイ」 【沢井製薬】 [-5.7]8

「トーワ」 【東和薬品】 [-5.7]7

トルクシール錠５０ｍｇ 【日新（山形）】 [-5.7]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-5.7]1

コランチル配合顆粒〔Ｄ〕(ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤)

レスポリックス配合顆粒 【鶴原製薬】 [-0.3]2

コロネル細粒８３．３％〔Ａ〕(ポリカルボフィルカルシウム)

「日医工」 【日医工】 [-11.3]12

コンクチームＮ配合顆粒〔Ｃ〕(納豆菌配合消化酵素製剤)

コンクチームＮ配合顆粒 【エムジーファーマ】 [-0]2

コンスタン０．４ｍｇ錠〔Ａ〕(アルプラゾラム)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-3.8]66

「トーワ」 【東和薬品】 [-3.8]55

カームダン錠０．４ｍｇ 【共和薬工】 [-3.8]16

コンスタン０．８ｍｇ錠〔Ａ〕(アルプラゾラム)

カームダン錠０．８ｍｇ 【共和薬工】 [-7.3]1

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-7.3]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.3]1

コンボン細粒１％〔Ｃ〕(テルブタリン硫酸塩)

コンボン細粒１％ 【辰巳化学】 [-0]7

サアミオン錠５ｍｇ〔Ａ〕(ニセルゴリン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.7]62

「日医工」 【日医工】 [-22.7]22

ニセルゴリン５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-22.7]17

「日新」 【日新（山形）】 [-22.7]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-22.7]12

マリレオンＮ錠５ｍｇ 【大正薬工】 [-22.7]8

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-22.7]5

ソクワール錠５ｍｇ 【日新（山形）】 [-22.7]1

サールツードライシロップ小児用２０％〔Ｃ〕(アセトアミノフェン)

コカール小児用ドライシロップ２０％ 【三和化学】 [-0]2

サイレース錠１ｍｇ〔Ａ〕(フルニトラゼパム)

「アメル」 【共和薬工】 [-9.5]100

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-9.5]3

ビビットエース錠１ｍｇ 【辰巳化学】 [-9.5]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-9.5]2

サイレース錠２ｍｇ〔Ａ〕(フルニトラゼパム)

「アメル」 【共和薬工】 [-15.3]32

フルニトラゼパム２ｍｇ錠 【一般名収載】 [-15.3]8

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-15.3]4

ビビットエース錠２ｍｇ 【辰巳化学】 [-15.3]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-15.3]2

ザイロリック錠１００〔Ａ〕(アロプリノール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.9]147

アロプリノール１００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-16.9]38

サロベール錠１００ｍｇ 【大日本住友製薬】 [-6]31

アロシトール錠１００ｍｇ 【田辺三菱製薬】 [-6]28

「テバ」 【テバ製薬】 [-16.9]24

「トーワ」 【東和薬品】 [-16.9]22

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-16.9]16

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-16.9]12

「日医工」 【日医工】 [-16.9]7

「アメル」 【共和薬工】 [-16.9]4

ケトブン錠１００ｍｇ 【イセイ】 [-16.9]3

ノイファン錠１００ｍｇ 【ナガセ】 [-16.9]2

アイデイト錠１００ｍｇ 【鶴原製薬】 [-16.9]1

リボール錠１００ｍｇ 【メディサ新薬】 [-16.9]1

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-16.9]1

プロデック錠１００ｍｇ 【テバ製薬】 [-16.9]1

ザイロリック錠５０〔Ａ〕(アロプリノール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.6]16

「日医工」 【日医工】 [-10.1]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.6]4

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-3.7]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-7.6]1

サロベール錠５０ｍｇ 【大日本住友製薬】 [-3.7]1

「テバ」 【テバ製薬】 [-7.6]1

アロプリノール５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-10.1]1

ザジテンカプセル１ｍｇ〔Ａ〕(ケトチフェンフマル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-50.5]14

ケトチフェンフマル酸塩１ｍｇカプセル 【一般名収載】 [-50.5]5

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-50.5]4

「日医工」 【日医工】 [-50.5]4

スプデルカプセル１ｍｇ 【東和薬品】 [-50.5]3

フマルフェンカプセル１ｍｇ 【日医工】 [-50.5]1

ザジテンシロップ０．０２％〔Ａ〕(ケトチフェンフマル酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-14.7]4

セキトンシロップ０．０２％ 【キョーリンリメディオ】 [-14.7]1

スプデルシロップ小児用０．０２％ 【東和薬品】 [-14.7]1

ザジテンドライシロップ０．１％〔Ａ〕(ケトチフェンフマル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-64]19

ケトチフェンフマル酸塩０．１％シロップ用 【一般名収載】 [-64]9

ケトテンＤＳ０．１％ 【沢井製薬】 [-64]4

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-64]4

「日医工」 【日医工】 [-64]2

スプデルＤＳ小児用０．１％ 【東和薬品】 [-64]1

サラゾピリン錠５００ｍｇ〔Ａ〕(サラゾスルファピリジン)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-11.9]2

スラマ錠５００ｍｇ 【テイコクメディックス】 [-5.4]1

サワシリンカプセル２５０〔Ａ〕(アモキシシリン水和物)

「日医工」 【日医工】 [-9.5]45

「トーワ」 【東和薬品】 [-9.5]7

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-9.5]5

「タツミ」 【辰巳化学】 [-9.5]1

ザンタック錠１５０〔Ａ〕(ラニチジン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-30.3]39

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-30.3]35

「日医工」 【日医工】 [-30.3]30

ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-30.3]19

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-25]12

「ＫＮ」 【小林化工】 [-30.3]5

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-25]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-30.3]3

ラデン錠１５０　１５０ｍｇ 【沢井製薬】 [-30.3]2

ラニチザン錠１５０　１５０ｍｇ 【マルコ】 [-30.3]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-30.3]2

ザンタック錠７５〔Ａ〕(ラニチジン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-19]22

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-19]18

ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-19]14

「日医工」 【日医工】 [-19]10

「ＫＮ」 【小林化工】 [-19]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-19]2

ラニチザン錠７５　７５ｍｇ 【マルコ】 [-19]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-19]1

ラデン錠７５　７５ｍｇ 【沢井製薬】 [-19]1

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-16]1

サンリズムカプセル２５ｍｇ〔Ａ〕(ピルシカイニド塩酸塩水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-20.6]20

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-20.6]7

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-25.4]7

「日医工」 【日医工】 [-20.6]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-25.4]2

リズムサットカプセル２５ｍｇ 【長生堂】 [-25.4]1
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サンリズムカプセル５０ｍｇ〔Ａ〕(ピルシカイニド塩酸塩水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-35.3]28

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-46.4]23

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-35.3]20

「トーワ」 【東和薬品】 [-35.3]7

「日医工」 【日医工】 [-35.3]7

リズムサットカプセル５０ｍｇ 【長生堂】 [-46.4]2

ジアイナミックスカプセル〔Ｃ〕(チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤)

ジアイナミックスカプセル 【鶴原製薬】 [-0]4

Ｃ－チステン細粒５０％〔Ｃ〕(カルボシステイン)

Ｃ－チステン細粒５０％ 【鶴原製薬】 [-0]16

ルボラボン細粒５０％ 【イセイ】 [-0]1

シグマート錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(ニコランジル)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-9.5]2

ニコランマート錠２．５ｍｇ 【東和薬品】 [-9.5]1

シグマート錠５ｍｇ〔Ａ〕(ニコランジル)

「日医工」 【日医工】 [-17.4]85

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-17.4]63

ニコランマート錠５ｍｇ 【東和薬品】 [-15.8]56

ニコランジル５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-17.4]28

ジスロマックカプセル小児用１００ｍｇ〔Ａ〕(アジスロマイシン水和物)

「ＪＧ」 【長生堂】 [-71.7]1

ジスロマック細粒小児用１０％〔Ａ〕(アジスロマイシン水和物)

「タカタ」 【高田製薬】 [-105.4]19

「ＫＮ」 【小林化工】 [-105.4]7

ジスロマック錠２５０ｍｇ〔Ａ〕(アジスロマイシン水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-118.1]15

「ＫＮ」 【小林化工】 [-118.1]12

「テバ」 【大正薬工】 [-118.1]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-118.1]6

「タカタ」 【高田製薬】 [-118.1]6

「ＤＳＥＰ」 【全星薬品工業】 [-118.1]5

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-118.1]4

「日医工」 【日医工】 [-118.1]3

「ＫＯＧ」 【興和】 [-118.1]3

「アメル」 【共和薬工】 [-118.1]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-118.1]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-118.1]1

「サンド」 【サンド】 [-118.1]1

「ＪＧ」 【長生堂】 [-118.1]1

ジフルカンカプセル１００ｍｇ〔Ａ〕(フルコナゾール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-535.5]9

ミコシストカプセル１００ｍｇ 【高田製薬】 [-419.6]6

「サンド」 【サンド】 [-419.6]6

「日医工」 【日医工】 [-419.6]1

シプロキサン錠１００ｍｇ〔Ａ〕(塩酸シプロフロキサシン)

「日医工」 【日医工】 [-29.2]1

「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-29.2]1

シプロキサン錠２００ｍｇ〔Ａ〕(塩酸シプロフロキサシン)

「日医工」 【日医工】 [-56.4]8

「ＪＧ」 【長生堂】 [-77.5]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-56.4]2

ジベトンＳ腸溶錠５０ｍｇ〔Ｃ〕(ブホルミン塩酸塩)

ジベトス錠５０ｍｇ 【日医工】 [-0]9

ジベトンＳ腸溶錠５０ｍｇ 【寿】 [-0]1

シベノール錠１００ｍｇ〔Ａ〕(シベンゾリンコハク酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-23.7]21

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-23.7]8

「トーワ」 【東和薬品】 [-23.7]2

シベノール錠５０ｍｇ〔Ａ〕(シベンゾリンコハク酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-14.4]4

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-14.4]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-14.4]4

ジメモルミンドライシロップ２．５％〔Ｃ〕(ジメモルファンリン酸塩)

ジメモルミンドライシロップ２．５％ 【高田製薬】 [-0]3

シューアルミン顆粒９０％〔Ｃ〕(スクラルファート水和物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]12

シューアルミン顆粒９０％ 【サンド】 [-0]3

「日医工」 【日医工】 [-0]3

重曹錠５００ｍｇ〔Ｃ〕(炭酸水素ナトリウム)

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-0]11

小児用ムコソルバンＤＳ１．５％〔Ａ〕(アンブロキソール塩酸塩)

ムコサールドライシロップ１．５％ 【日本ベーリンガー】 [-0.6]97

プルスマリンＡドライシロップ小児用１．５％ 【高田製薬】 [-0.6]61

小児用ムコソルバンシロップ０．３％〔Ａ〕(アンブロキソール塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-6.1]5

プルスマリンＡシロップ小児用０．３％ 【ローマン】 [-6.1]4

ジルテック錠１０〔Ａ〕(セチリジン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-41.2]41

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-76.1]33

セチリジン塩酸塩１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-76.1]10

「科研」 【ダイト】 [-41.2]10

「日医工」 【日医工】 [-56.1]8

「トーワ」 【東和薬品】 [-41.2]6

「ＣＨ」 【長生堂】 [-76.1]6

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-76.1]5

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-56.1]3

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-41.2]3

「ＰＨ」 【キョーリンリメディオ】 [-76.1]3

「ＭＮＰ」 【日新（山形）】 [-56.1]3

「タカタ」 【高田製薬】 [-41.2]2

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-56.1]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-56.1]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-76.1]2

「ＮＰＩ」 【日本薬工】 [-56.1]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-76.1]2

「イワキ」 【岩城製薬】 [-76.1]1

ジルテック錠５〔Ａ〕(セチリジン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-37]8

「ＭＮＰ」 【日新（山形）】 [-50.6]3

「タカタ」 【高田製薬】 [-37]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-37]2

セチリジン塩酸塩５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-63.1]1

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-63.1]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-63.1]1

「科研」 【ダイト】 [-37]1

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-37]1

「日医工」 【日医工】 [-37]1

ジルテックドライシロップ１．２５％〔Ａ〕(セチリジン塩酸塩)

「タカタ」 【高田製薬】 [-108.8]26

「日医工」 【日医工】 [-108.8]5

シンメトレル細粒１０％〔Ａ〕(アマンタジン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-46]1

アマンタジン塩酸塩１０％細粒 【一般名収載】 [-46]1

シンメトレル錠１００ｍｇ〔Ａ〕(アマンタジン塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-46.6]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-46.6]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-46.6]1

アマンタジン塩酸塩１００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-46.6]1

シンメトレル錠５０ｍｇ〔Ａ〕(アマンタジン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.8]34

「日医工」 【日医工】 [-22.8]15

アマンタジン塩酸塩５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-22.8]7

アテネジン錠５０ｍｇ 【鶴原製薬】 [-22.8]4

「日医工」 【日医工】 [-22.8]2
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「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-22.8]1

シンレスタール錠２５０ｍｇ〔Ａ〕(プロブコール)

プロスエード錠２５０ｍｇ 【沢井製薬】 [-14.3]8

「日医工」 【日医工】 [-15.4]8

「トーワ」 【東和薬品】 [-15.4]6

プロブコール２５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-15.4]4

スターシス錠３０ｍｇ〔Ａ〕(ナテグリニド)

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-6.7]6

「日医工」 【日医工】 [-6.7]5

「テバ」 【大正薬工】 [-6.7]1

スターシス錠９０ｍｇ〔Ａ〕(ナテグリニド)

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-17.9]22

「テバ」 【大正薬工】 [-17.9]7

「日医工」 【日医工】 [-17.9]5

スナイリンドライシロップ１％〔Ｃ〕(ピコスルファートナトリウム水和物)

スナイリンドライシロップ１％ 【アボットジャパン】 [-0]4

スピロペント錠１０μｇ〔Ａ〕(クレンブテロール塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-9.9]17

トニール錠１０μｇ 【原沢製薬工業】 [-9.9]8

スルカイン錠１００ｍｇ〔Ｄ〕(ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル)

「日医工」 【日医工】 [-0]2

スルガム錠２００ｍｇ〔Ａ〕(チアプロフェン酸)

チオガム錠２００ｍｇ 【小林化工】 [-7.5]1

スローケー錠６００ｍｇ〔Ａ〕(塩化カリウム)

ケーサプライ錠６００ｍｇ 【佐藤薬工】 [-1.7]21

スロービッドカプセル１００ｍｇ〔Ｃ〕(テオフィリン)

スロービッドカプセル１００ｍｇ 【サンド】 [-]9

スロービッドカプセル２００ｍｇ〔Ｃ〕(テオフィリン)

スロービッドカプセル２００ｍｇ 【サンド】 [-]7

セキタールシロップ０．２％〔Ｃ〕(オキサトミド)

セキタールシロップ０．２％ 【マイラン製薬】 [-0]1

ゼストリル錠１０〔Ａ〕(リシノプリル水和物)

「日医工」 【日医工】 [-53.7]12

「サワイ」 【沢井製薬】 [-45.8]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-53.7]7

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-53.7]4

リシノプリル１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-53.7]3

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-45.8]3

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-45.8]2

ゼストリル錠５〔Ａ〕(リシノプリル水和物)

「日医工」 【日医工】 [-24.9]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-24.9]1

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-24.9]1

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-24.9]1

ゼスラン錠３ｍｇ〔Ａ〕(メキタジン)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-2.6]13

アリマン錠３ｍｇ 【メディサ新薬】 [-2.6]7

ヒスポラン錠３ｍｇ 【東和薬品】 [-2.6]7

メキタミン錠３ｍｇ 【ダイト】 [-2.6]3

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-2.6]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-2.6]2

「日医工」 【日医工】 [-2.6]2

シークナロン錠３ｍｇ 【大正薬工】 [-2.6]1

メキタゼノン錠３ｍｇ 【日医工ファーマ】 [-2.6]1

ゼスン錠３０ｍｇ〔Ｃ〕(チメピジウム臭化物水和物)

コリリック錠３０ｍｇ 【沢井製薬】 [-0]5

セタプリル錠２５ｍｇ〔Ａ〕(アラセプリル)

「日医工」 【日医工】 [-22.1]3

セナプリド錠２５ｍｇ 【日新製薬－山形】 [-22.1]3

セボチール錠２５　２５ｍｇ 【沢井製薬】 [-22.1]3

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-22.1]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.1]1

セチリジン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ〔Ｃ〕(セチリジン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]5

セチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ〔Ｃ〕(セチリジン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]4

セディール錠１０ｍｇ〔Ａ〕(タンドスピロンクエン酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.3]4

「日医工」 【日医工】 [-12.3]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-12.3]2

「アメル」 【共和薬工】 [-12.3]1

セディール錠５ｍｇ〔Ａ〕(タンドスピロンクエン酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-6.8]3

「日医工」 【日医工】 [-6.8]1

セニラン錠３ｍｇ〔Ｃ〕(ブロマゼパム)

セニラン錠３ｍｇ 【サンド】 [-0]2

セパミット細粒１％〔Ｃ〕(ニフェジピン)

セパミット細粒１％ 【シェリングＰ】 [-0]1

セファドール錠２５ｍｇ〔Ａ〕(ジフェニドール塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-7.7]36

「日医工」 【日医工】 [-7.7]9

トスペラール錠２５ｍｇ 【東和薬品】 [-7.7]9

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-7.7]6

「ＣＨ」 【長生堂】 [-5.9]6

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-7.7]5

サタノロン錠２５ｍｇ 【辰巳化学】 [-7.7]2

ジフェニドール塩酸塩２５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-7.7]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-7.7]1

シュランダー錠２５ｍｇ 【鶴原製薬】 [-7.7]1

セフィーナ細粒１００〔Ｃ〕(セフィキシム)

セフィーナ細粒１００ 【テバ製薬】 [-0]1

セフジニル細粒小児用２０％〔Ｃ〕(セフジニル)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-0]1

セフジニル錠１００ｍｇ〔Ｃ〕(セフジニル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]25

セフスパン細粒５０ｍｇ〔Ａ〕(セフィキシム)

セフィーナ細粒５０ 【テバ製薬】 [-38.2]4

セフゾンカプセル１００ｍｇ〔Ａ〕(セフジニル)

「日医工」 【日医工】 [-23.8]37

「ＪＧ」 【長生堂】 [-23.8]8

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-23.8]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-23.8]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-23.8]1

「タナベ」 【長生堂】 [-23.8]1

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-23.8]1

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-23.8]1

セフニールカプセル１００ｍｇ 【東和薬品】 [-23.8]1

セフゾン細粒小児用１０％〔Ａ〕(セフジニル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-41.9]14

「日医工」 【日医工】 [-41.9]1

セルシン散１％〔Ｄ〕(ジアゼパム)

「アメル」 【共和薬工】 [-11.1]1

セルセプトカプセル２５０〔Ａ〕(ミコフェノール酸　モフェチル)

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-109.3]2

セルテクト錠３０〔Ａ〕(オキサトミド)

オキロット錠３０ｍｇ 【沢井製薬】 [-52.2]10

「サワイ」 【沢井製薬】 [-52.2]6

オキサトミド３０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-52.2]6
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「日医工」 【日医工】 [-52.2]5

オキサトーワ錠３０ｍｇ 【東和薬品】 [-52.2]5

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-36.7]3

「ＣＨ」 【長生堂】 [-52.2]1

「ケミファ」 【日本薬工】 [-36.7]1

アトピクト錠３０ｍｇ 【共和薬工】 [-52.2]1

セルテクトドライシロップ２％〔Ａ〕(オキサトミド)

オキロットＤＳ小児用２％ 【沢井製薬】 [-87.6]13

オキサトミド２％シロップ用 【一般名収載】 [-87.6]5

セルトミドドライシロップ２％ 【小林化工】 [-87.6]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-87.6]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-87.6]1

オキサトーワＤＳ小児用２％ 【東和薬品】 [-87.6]1

セルベックスカプセル５０ｍｇ〔Ａ〕(テプレノン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-3.5]78

「日医工」 【日医工】 [-3.5]61

セループカプセル５０ｍｇ 【テバ製薬】 [-3.5]45

「トーワ」 【東和薬品】 [-3.5]26

セルテプノンカプセル５０ｍｇ 【大正薬工】 [-3.5]7

アンタゴスチンカプセル５０ｍｇ 【陽進堂】 [-3.5]4

テルペノンカプセル５０ｍｇ 【共和薬工】 [-3.5]2

セルベックス細粒１０％〔Ａ〕(テプレノン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.5]65

セルテプノン細粒１０％ 【大正薬工】 [-7.5]15

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.5]14

「日医工」 【日医工】 [-7.5]7

アンタゴスチン細粒１０％ 【陽進堂】 [-7.5]6

セレキノン細粒２０％〔Ａ〕(トリメブチンマレイン酸塩)

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-22]1

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-20.1]1

セレキノン錠１００ｍｇ〔Ａ〕(トリメブチンマレイン酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-10.6]20

メブチット錠１００ｍｇ 【沢井製薬】 [-10.6]20

「サワイ」 【沢井製薬】 [-10.6]15

「トーワ」 【東和薬品】 [-10.8]10

トリメブチンマレイン酸塩１００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-10.8]5

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-10.6]4

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-10.8]3

メブコロン錠１００ｍｇ 【共和薬工】 [-10.6]1

セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ〔Ｃ〕(セレギリン塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-0]2

セレクトール錠１００ｍｇ〔Ａ〕(セリプロロール塩酸塩)

「テバ」 【テバ製薬】 [-54.5]12

「日医工」 【日医工】 [-45.5]5

セリプロロール塩酸塩１００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-54.5]2

スロンタクス錠１００　１００ｍｇ 【東和薬品】 [-54.5]1

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-54.5]1

セレクトール錠２００ｍｇ〔Ａ〕(セリプロロール塩酸塩)

「テバ」 【テバ製薬】 [-96.5]6

「日医工」 【日医工】 [-96.5]4

「ＣＨ」 【長生堂】 [-96.5]4

スロンタクス錠２００　２００ｍｇ 【東和薬品】 [-96.5]2

セリプロロール塩酸塩２００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-96.5]1

「タナベ」 【長生堂】 [-96.5]1

セレジストＯＤ錠５ｍｇ〔Ａ〕(タルチレリン水和物)

「日医工」 【日医工】 [-427.6]1

セレジスト錠５ｍｇ〔Ａ〕(タルチレリン水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-427.6]3

「アメル」 【共和薬工】 [-427.6]1

セレスタミン配合錠〔Ｄ〕(ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸
塩)

エンペラシン配合錠 【メディサ新薬】 [-4.9]32

セレスターナ配合錠 【小林化工】 [-4.9]21

プラデスミン配合錠 【テバ製薬】 [-4.9]13

ベタセレミン配合錠 【東和薬品】 [-4.9]7

サクコルチン配合錠 【日医工】 [-4.9]5

ヒスタブロック配合錠 【共和薬工】 [-4.9]1

セレニカＲ顆粒４０％〔Ａ〕(バルプロ酸ナトリウム)

エピレナート徐放顆粒４０％ 【藤永製薬】 [-13]21

バルプラム徐放顆粒４０％ 【共和クリティケア】 [-13]3

「アメル」 【共和クリティケア】 [-13]2

セレネース細粒１％〔Ｄ〕(ハロペリドール)

リントン細粒１％ 【三菱ウェルファーマ】 [-33.1]2

「アメル」 【共和薬工】 [-40.4]1

セレネース錠０．７５ｍｇ〔Ｄ〕(ハロペリドール)

リントン錠（０．７５ｍｇ） 【全星薬品工業】 [-1.9]9

「アメル」 【共和薬工】 [-1.9]2

「ＪＧ」 【長生堂】 [-1.9]1

セレネース錠１．５ｍｇ〔Ｄ〕(ハロペリドール)

リントン錠（１．５ｍｇ） 【全星薬品工業】 [-3.4]4

「アメル」 【共和薬工】 [-3.4]2

セレネース錠１ｍｇ〔Ｄ〕(ハロペリドール)

「アメル」 【共和薬工】 [-1.8]1

ハロステン錠１ｍｇ 【高田製薬】 [-1.8]1

セレネース錠３ｍｇ〔Ｄ〕(ハロペリドール)

リントン錠（３ｍｇ） 【全星薬品工業】 [-4.1]2

「アメル」 【共和薬工】 [-4.1]1

セロクエル１００ｍｇ錠〔Ａ〕(クエチアピンフマル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-78.9]4

「ファイザー」 【ファイザー】 [-78.9]3

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-78.9]2

「アメル」 【共和薬工】 [-78.9]2

「テバ」 【大正薬工】 [-78.9]2

「ヨシトミ」 【田辺三菱製薬】 [-78.9]2

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-78.9]2

「日医工」 【日医工】 [-98.2]1

クエチアピンフマル酸塩１００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-98.2]1

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-78.9]1

「サンド」 【サンド】 [-98.2]1

「日新」 【日新（山形）】 [-78.9]1

セロクエル２００ｍｇ錠〔Ａ〕(クエチアピンフマル酸塩)

「アメル」 【共和薬工】 [-150]1

セロクエル２５ｍｇ錠〔Ａ〕(クエチアピンフマル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.7]17

「アメル」 【共和薬工】 [-22.7]8

「ＥＥ」 【高田製薬】 [-22.7]7

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-22.7]7

「日医工」 【日医工】 [-22.7]7

「ファイザー」 【ファイザー】 [-22.7]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-22.7]5

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-22.7]5

「ヨシトミ」 【田辺三菱製薬】 [-22.7]4

「テバ」 【大正薬工】 [-22.7]4

「三和」 【シオノケミカル】 [-22.7]2

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-22.7]2

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-22.7]2

「日新」 【日新（山形）】 [-18.3]1

「サンド」 【サンド】 [-29.5]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-18.3]1

セロクエル細粒５０％〔Ａ〕(クエチアピンフマル酸塩)

「アメル」 【共和薬工】 [-374.1]2

「ＥＥ」 【高田製薬】 [-301.5]1

「テバ」 【テバ製薬】 [-374.1]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-301.5]1

セロクラール錠１０ｍｇ〔Ａ〕(イフェンプロジル酒石酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-3.1]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-3.1]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-2.9]2

テクニス錠１０ 【沢井製薬】 [-2.9]1
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セロクラール錠２０ｍｇ〔Ａ〕(イフェンプロジル酒石酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-8]46

テクニス錠２０ 【沢井製薬】 [-8]37

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8]31

アポノール錠２０ 【あすか製薬】 [-8]15

「トーワ」 【東和薬品】 [-8]11

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-8]1

イブロノール錠２０ｍｇ 【東和薬品】 [-8]1

フレザニール錠２０ｍｇ 【鶴原製薬】 [-8]1

セロケン錠２０ｍｇ〔Ａ〕(メトプロロール酒石酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.7]17

メトプリック錠２０ｍｇ 【テバ製薬】 [-7.7]14

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.7]4

「ＪＧ」 【長生堂】 [-7.7]3

セロケン錠４０ｍｇ〔Ａ〕(メトプロロール酒石酸塩)

メトプリック錠４０ｍｇ 【テバ製薬】 [-18.1]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-18.1]2

メトプロロール酒石酸塩４０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-18.1]2

「ＪＧ」 【長生堂】 [-18.1]1

センノサイド顆粒８％〔Ｃ〕(センノシド)

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-0]16

ゾビラックス顆粒４０％〔Ａ〕(アシクロビル)

ビクロックス顆粒４０％ 【小林化工】 [-235.4]5

アシクロビン顆粒４０％ 【日医工】 [-289.4]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-289.4]2

アシクロビン顆粒４０％ 【日医工】 [-289.4]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-289.4]1

ゾビラックス錠２００〔Ａ〕(アシクロビル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-189]6

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-189]5

アシクロビル２００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-189]5

ビクロックス錠２００　２００ｍｇ 【小林化工】 [-189]3

「ＣＨ」 【長生堂】 [-189]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-189]1

アクチオス錠２００　２００ｍｇ 【テバ製薬】 [-189]1

ゾビラックス錠４００〔Ａ〕(アシクロビル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-299.3]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-299.3]3

ビクロックス錠４００　４００ｍｇ 【小林化工】 [-299.3]2

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-299.3]1

アシクロビル４００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-299.3]1

アシクロビン錠４００　４００ｍｇ 【日医工】 [-299.3]1

ソラナックス０．４ｍｇ錠〔Ａ〕(アルプラゾラム)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-3.8]66

「トーワ」 【東和薬品】 [-3.8]55

カームダン錠０．４ｍｇ 【共和薬工】 [-3.8]16

ソラナックス０．８ｍｇ錠〔Ａ〕(アルプラゾラム)

カームダン錠０．８ｍｇ 【共和薬工】 [-7.3]1

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-7.3]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.3]1

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ〔Ｃ〕(ゾルピデム酒石酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-4.7]21

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-4.7]21

「トーワ」 【東和薬品】 [-4.7]3

「ＫＮ」 【小林化工】 [-4.7]2

「日医工」 【日医工】 [-4.7]1

「モチダ」 【救急薬品工業】 [-0]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8.5]22

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-8.5]8

「ＫＮ」 【小林化工】 [-8.5]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-8.5]2

ソレトン錠８０〔Ａ〕(ザルトプロフェン)

「日医工」 【日医工】 [-8.3]22

ソレング錠８０ 【キョーリンリメディオ】 [-8.3]9

「テバ」 【テバ製薬】 [-8.3]7

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-8.3]5

ザトフェロン錠８０ 【沢井製薬】 [-8.3]3

ペレトン錠８０ｍｇ 【東和薬品】 [-8.3]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8.3]1

「タツミ」 【辰巳化学】 [-9.6]1

ソロン細粒２０％〔Ａ〕(ソファルコン)

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-12]2

ソロン錠５０〔Ａ〕(ソファルコン)

ラビン錠５０ｍｇ 【辰巳化学】 [-2.3]2

ダイアート錠３０ｍｇ〔Ａ〕(アゾセミド)

ダイタリック錠３０ｍｇ 【長生堂】 [-10.5]48

ダイアート錠６０ｍｇ〔Ａ〕(アゾセミド)

ダイタリック錠６０ｍｇ 【長生堂】 [-16]42

ダオニール錠１．２５ｍｇ〔Ａ〕(グリベンクラミド)

「三和」 【三和化学】 [-2.1]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-2.1]9

パミルコン錠１．２５ｍｇ 【大正薬工】 [-2.1]8

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-2.1]7

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-2.1]6

「サワイ」 【沢井製薬】 [-2.1]5

「ＪＧ」 【長生堂】 [-2.1]1

「日医工」 【日医工】 [-2.1]1

ダオニール錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(グリベンクラミド)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-7.7]15

パミルコン錠２．５ｍｇ 【大正薬工】 [-7.7]14

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.7]14

「三和」 【三和化学】 [-7.7]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.7]11

「日医工」 【日医工】 [-7.7]4

「ＪＧ」 【長生堂】 [-7.7]4

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-7.7]3

タカベンス錠２５ｍｇ〔Ｃ〕(メリロートエキス)

タカベンス錠２５ｍｇ 【高田製薬】 [-0]17

タガメット細粒２０％〔Ａ〕(シメチジン)

チスタメット細粒２０％ 【鶴原製薬】 [-15.8]2

チーカプト細粒２０％ 【東和薬品】 [-15.8]1

タガメット錠２００ｍｇ〔Ａ〕(シメチジン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-14.5]21

「日医工」 【日医工】 [-14.5]17

シメチジン２００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-14.5]6

ストマチジン錠２００ｍｇ 【大正薬工】 [-14.5]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-14.5]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-14.5]1

チスタメット錠２００ｍｇ 【鶴原製薬】 [-14.5]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-14.5]1

ファルジン錠２００ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-14.5]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-14.5]1

タガメット錠４００ｍｇ〔Ａ〕(シメチジン)

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-23.8]1

ダクチル錠５０ｍｇ〔Ｄ〕(ピペリドレート塩酸塩)

ダクチラン錠５０ｍｇ 【杏林製薬】 [-0.5]2

タクロリムス錠０．５ｍｇ〔Ｃ〕(タクロリムス水和物)

「日医工」 【日医工】 [-0]1

タクロリムス錠１．５ｍｇ〔Ｃ〕(タクロリムス水和物)

「参天」 【参天製薬】 [-0]2

タクロリムス錠１ｍｇ〔Ｃ〕(タクロリムス水和物)

「参天」 【参天製薬】 [-0]2

「日医工」 【日医工】 [-0]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]1
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タクロリムス錠３ｍｇ〔Ｃ〕(タクロリムス水和物)

「参天」 【参天製薬】 [-0]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]1

タケプロンＯＤ錠１５〔Ａ〕(ランソプラゾール)

「テバ」 【テバ製薬】 [-54.5]118

「サワイ」 【沢井製薬】 [-38.7]71

「日医工」 【日医工】 [-54.5]64

「トーワ」 【東和薬品】 [-38.7]25

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-54.5]21

「ケミファ」 【シオノケミカル】 [-54.5]15

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-54.5]2

タケプロンＯＤ錠３０〔Ａ〕(ランソプラゾール)

「テバ」 【テバ製薬】 [-93.9]64

「サワイ」 【沢井製薬】 [-67.5]49

「日医工」 【日医工】 [-93.9]45

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-93.9]14

「トーワ」 【東和薬品】 [-67.5]6

「ケミファ」 【シオノケミカル】 [-93.9]4

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-93.9]4

タケプロンカプセル１５〔Ａ〕(ランソプラゾール)

タピゾールカプセル１５ 【テバ製薬】 [-54.5]14

「サワイ」 【沢井製薬】 [-38.7]9

タイプロトンカプセル１５ｍｇ 【大正薬工】 [-54.5]6

「アメル」 【共和薬工】 [-54.5]5

「日医工」 【日医工】 [-54.5]4

「ケミファ」 【シオノケミカル】 [-54.5]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-54.5]1

タケプロンカプセル３０〔Ａ〕(ランソプラゾール)

タピゾールカプセル３０ 【テバ製薬】 [-93.9]8

「サワイ」 【沢井製薬】 [-67.5]7

「日医工」 【日医工】 [-93.9]5

タイプロトンカプセル３０ｍｇ 【大正薬工】 [-93.9]4

「アメル」 【共和薬工】 [-93.9]1

タスモリン散１％〔Ｃ〕(ビペリデン塩酸塩)

タスモリン散１％ 【三菱ウェルファーマ】 [-0]3

タナトリル錠１０〔Ａ〕(イミダプリル塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-52.4]2

「ファイザー」 【ファイザー】 [-67.1]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-52.4]1

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-67.1]1

タナトリル錠２．５〔Ａ〕(イミダプリル塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-16.4]6

「ファイザー」 【ファイザー】 [-20.7]5

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-20.7]5

「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.4]3

「日医工」 【日医工】 [-20.7]3

「ケミファ」 【メディサ新薬】 [-16.4]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-20.7]2

タナトリル錠５〔Ａ〕(イミダプリル塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-24.3]34

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-24.3]31

「ファイザー」 【ファイザー】 [-32.1]16

「日医工」 【日医工】 [-24.3]10

「ケミファ」 【メディサ新薬】 [-24.3]8

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-32.1]7

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-32.1]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-24.3]6

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-32.1]5

「ＰＨ」 【キョーリンリメディオ】 [-32.1]2

「ガレン」 【マルコ】 [-24.3]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-24.3]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-32.1]1

タベジール錠１ｍｇ〔Ａ〕(クレマスチンフマル酸塩)

テルギンＧ錠１ｍｇ 【高田製薬】 [-3.3]8

タベジールシロップ０．０１％〔Ａ〕(クレマスチンフマル酸塩)

インベスタンシロップ０．０１％ 【日医工】 [-1.45]1

タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ〔Ｃ〕(タムスロシン塩酸塩)

パルナックカプセル０．２ｍｇ 【テバ製薬】 [-13.8]38

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-13.8]4

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-36]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-13.8]1

「ケミファ」 【日本薬工】 [-0]1

タリビッド錠１００ｍｇ〔Ａ〕(オフロキサシン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-44.9]1

ダレンカプセル１ｍｇ〔Ａ〕(エメダスチンフマル酸塩)

エメロミンカプセル１ｍｇ 【東和薬品】 [-7.7]5

ダレンカプセル２ｍｇ〔Ａ〕(エメダスチンフマル酸塩)

エメロミンカプセル２ｍｇ 【東和薬品】 [-12.7]9

炭カル錠５００ｍｇ〔Ｃ〕(沈降炭酸カルシウム)

「旭化成」 【旭化成ファーマ】 [-0]12

チアトンカプセル１０ｍｇ〔Ａ〕(チキジウム臭化物)

チワンカプセル１０ 【沢井製薬】 [-8.8]25

「トーワ」 【東和薬品】 [-8.8]4

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-8.8]1

チアトンカプセル５ｍｇ〔Ａ〕(チキジウム臭化物)

チワンカプセル５ 【沢井製薬】 [-2.7]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-2.7]2

チバセン錠５ｍｇ〔Ａ〕(ベナゼプリル塩酸塩)

ベナゼップ錠５ 【沢井製薬】 [-29.2]6

「サワイ」 【沢井製薬】 [-29.2]3

ティーエスワン配合カプセルＴ２０〔Ａ〕(テガフール・ギメラシル・オテラシ
ルカリウム配合剤)

エスエーワン配合カプセルＴ２０ 【沢井製薬】 [-235.3]1

ディオバンＯＤ錠２０ｍｇ〔Ａ〕(バルサルタン)

「トーワ」 【東和薬品】 [-16.6]2

ディオバンＯＤ錠４０ｍｇ〔Ａ〕(バルサルタン)

「トーワ」 【東和薬品】 [-29.2]3

ディオバンＯＤ錠８０ｍｇ〔Ａ〕(バルサルタン)

「トーワ」 【東和薬品】 [-54.5]9

ディオバン錠１６０ｍｇ〔Ａ〕(バルサルタン)

「サンド」 【サンド】 [-130.7]7

「トーワ」 【東和薬品】 [-130.7]4

「日医工」 【日医工】 [-130.7]4

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-130.7]4

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-130.7]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-130.7]3

「ニプロ」 【ニプロ】 [-130.7]3

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-130.7]2

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-130.7]2

「ファイザー」 【ファイザー】 [-130.7]2

「科研」 【ダイト】 [-130.7]1

「ＫＯＧ」 【興和】 [-130.7]1

「モチダ」 【持田製薬】 [-130.7]1

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-130.7]1

「サノフィ」 【日本薬工】 [-130.7]1

ディオバン錠２０ｍｇ〔Ａ〕(バルサルタン)

「サンド」 【サンド】 [-16.6]19

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-16.6]6

「日医工」 【日医工】 [-16.6]5

「ＫＮ」 【小林化工】 [-16.6]3

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-16.6]2

「モチダ」 【持田製薬】 [-16.6]2

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-16.6]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.6]2
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「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-16.6]2

「ニプロ」 【ニプロ】 [-16.6]2

「科研」 【ダイト】 [-16.6]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-16.6]1

「ファイザー」 【ファイザー】 [-16.6]1

「テバ」 【テバ製薬】 [-16.6]1

「ＫＯＧ」 【興和】 [-16.6]1

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-16.6]1

ディオバン錠４０ｍｇ〔Ａ〕(バルサルタン)

「サンド」 【サンド】 [-29.2]55

「日医工」 【日医工】 [-29.2]13

「ファイザー」 【ファイザー】 [-29.2]13

「サワイ」 【沢井製薬】 [-29.2]12

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-29.2]11

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-29.2]10

「ニプロ」 【ニプロ】 [-29.2]10

「ＫＮ」 【小林化工】 [-29.2]9

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-29.2]8

「トーワ」 【東和薬品】 [-29.2]8

「ＫＯＧ」 【興和】 [-29.2]5

「サノフィ」 【日本薬工】 [-29.2]4

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-29.2]4

「科研」 【ダイト】 [-29.2]3

「テバ」 【テバ製薬】 [-29.2]3

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-29.2]3

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-29.2]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-29.2]2

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-29.2]1

「モチダ」 【持田製薬】 [-29.2]1

ディオバン錠８０ｍｇ〔Ａ〕(バルサルタン)

「サンド」 【サンド】 [-54.5]74

「ファイザー」 【ファイザー】 [-54.5]22

「日医工」 【日医工】 [-54.5]18

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-54.5]15

「サワイ」 【沢井製薬】 [-54.5]14

「トーワ」 【東和薬品】 [-54.5]14

「ＫＮ」 【小林化工】 [-54.5]12

「ニプロ」 【ニプロ】 [-54.5]11

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-54.5]11

「ＫＯＧ」 【興和】 [-54.5]10

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-54.5]8

「サノフィ」 【日本薬工】 [-54.5]7

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-54.5]5

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-54.5]4

「科研」 【ダイト】 [-54.5]4

「テバ」 【テバ製薬】 [-54.5]4

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-54.5]3

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-54.5]2

「モチダ」 【持田製薬】 [-54.5]2

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-54.5]1

「日新」 【日新（山形）】 [-54.5]1

テオドール錠１００ｍｇ〔Ａ〕(テオフィリン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-6.5]35

「日医工」 【日医工】 [-6.5]8

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-6.5]4

テオドール錠２００ｍｇ〔Ａ〕(テオフィリン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.7]20

「日医工」 【日医工】 [-12.7]11

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-12.7]7

「アメル」 【協和薬品工業】 [-12.7]1

テオドール錠５０ｍｇ〔Ａ〕(テオフィリン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-]1

「日医工」 【日医工】 [-]1

テオドールドライシロップ２０％〔Ａ〕(テオフィリン)

テルバンスＤＳ２０％ 【メディサ新薬】 [-38.4]5

「サワイ」 【沢井製薬】 [-38.4]5

「タカタ」 【高田製薬】 [-58.7]4

「日医工」 【日医工】 [-58.7]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-38.4]3

テオロング顆粒５０％〔Ｃ〕(テオフィリン)

テオロング顆粒５０％ 【エーザイ】 [-0]3

テオロング錠５０ｍｇ〔★〕(テオフィリン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-]1

「日医工」 【日医工】 [-]1

デカドロンエリキシル０．０１％〔Ｄ〕(デキサメタゾン)

「ニッシン」 【日新（山形）】 [-2.5]6

テグレトール細粒５０％〔Ｄ〕(カルバマゼピン)

「アメル」 【共和薬工】 [-8.8]3

レキシン５０％細粒 【藤永製薬】 [-8.8]1

テグレトール錠１００ｍｇ〔Ｄ〕(カルバマゼピン)

「アメル」 【共和薬工】 [-2]20

レキシン錠１００ｍｇ 【藤永製薬】 [-2]10

テグレトール錠２００ｍｇ〔Ｄ〕(カルバマゼピン)

「アメル」 【共和薬工】 [-4.4]18

レキシン錠２００ｍｇ 【藤永製薬】 [-4.4]6

テシプール錠１ｍｇ〔Ａ〕(セチプチリンマレイン酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-10.1]4

デジレル錠２５〔Ａ〕(トラゾドン塩酸塩)

「アメル」 【共和薬工】 [-10]65

デジレル錠５０〔Ａ〕(トラゾドン塩酸塩)

「アメル」 【共和薬工】 [-17.6]11

テツクール徐放錠１００ｍｇ〔Ｃ〕(硫酸鉄水和物)

テツクール徐放錠１００ｍｇ 【あすか製薬】 [-0]8

テノーミン錠２５〔Ａ〕(アテノロール)

「トーワ」 【東和薬品】 [-49]41

「サワイ」 【沢井製薬】 [-49]25

アテノロール２５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-49]23

「ＮｉｋＰ」 【日医工ファーマ】 [-49]17

アルマイラー錠２５　２５ｍｇ 【大正薬工】 [-49]15

「ファイザー」 【ファイザー】 [-49]12

アルセノール錠２５　２５ｍｇ 【原沢製薬工業】 [-49]10

「日医工」 【日医工】 [-49]3

「ＮＰ」 【ニプロファーマ】 [-49]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-49]2

トーワミン錠２５　２５ｍｇ 【東和薬品】 [-49]2

「日新」 【日新（山形）】 [-49]1

テノーミン錠５０〔Ａ〕(アテノロール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-85.5]18

「トーワ」 【東和薬品】 [-85.5]14

アテノロール５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-85.5]12

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-85.5]8

アルセノール錠５０　５０ｍｇ 【原沢製薬工業】 [-85.5]6

アルマイラー錠５０　５０ｍｇ 【大正薬工】 [-85.5]5

「ファイザー」 【ファイザー】 [-85.5]4

「ＮｉｋＰ」 【日医工ファーマ】 [-85.5]3

トーワミン錠５０　５０ｍｇ 【東和薬品】 [-85.5]2

「日医工」 【日医工】 [-85.5]2

「ＮＰ」 【ニプロファーマ】 [-85.5]1

デパケンＲ錠１００ｍｇ〔Ａ〕(バルプロ酸ナトリウム)

「トーワ」 【東和薬品】 [-3.3]14

「アメル」 【共和薬工】 [-3.3]2

デパケンＲ錠２００ｍｇ〔Ａ〕(バルプロ酸ナトリウム)

「トーワ」 【東和薬品】 [-12]25

「アメル」 【共和薬工】 [-12]22

デパケン細粒２０％〔Ａ〕(バルプロ酸ナトリウム)

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-4.9]4

デパケン細粒４０％〔Ａ〕(バルプロ酸ナトリウム)

「ＥＭＥＣ」 【小林化工】 [-6.9]10
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デパケン錠１００ｍｇ〔Ａ〕(バルプロ酸ナトリウム)

バレリン錠１００ｍｇ 【大日本住友製薬】 [-0.8]6

デパケン錠２００ｍｇ〔Ａ〕(バルプロ酸ナトリウム)

バレリン錠２００ｍｇ 【大日本住友製薬】 [-2.8]22

「アメル」 【共和薬工】 [-8.5]8

エピレナート錠２００ｍｇ 【藤永製薬】 [-2.8]1

デパケンシロップ５％〔Ａ〕(バルプロ酸ナトリウム)

「日医工」 【日医工】 [-0.9]11

バレリンシロップ５％ 【大日本住友製薬】 [-0.9]4

エピレナートシロップ５％ 【藤永製薬】 [-0.9]3

デパス細粒１％〔Ａ〕(エチゾラム)

セデコパン細粒１％ 【長生堂】 [-92.4]3

セデコパン細粒１％ 【長生堂】 [-92.4]1

デパス錠０．２５ｍｇ〔Ａ〕(エチゾラム)

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-3.2]8

「ＳＷ」 【メディサ新薬】 [-2.8]5

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-2.8]2

デパス錠０．５ｍｇ〔Ａ〕(エチゾラム)

「ＳＷ」 【メディサ新薬】 [-2.7]78

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-2.7]67

「トーワ」 【東和薬品】 [-3]51

デゾラム錠０．５ｍｇ 【大正薬工】 [-2.7]43

「日医工」 【日医工】 [-2.7]34

「アメル」 【共和薬工】 [-3]24

「ＫＮ」 【小林化工】 [-3]16

パルギン錠０．５ｍｇ 【藤永製薬】 [-2.7]7

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-2.7]3

セデコパン錠０．５ｍｇ 【長生堂】 [-2.7]2

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-3]1

デパス錠１ｍｇ〔Ａ〕(エチゾラム)

「ＳＷ」 【メディサ新薬】 [-6.6]15

「トーワ」 【東和薬品】 [-6.6]8

「アメル」 【共和薬工】 [-6.6]7

パルギン錠１ｍｇ 【藤永製薬】 [-3.4]5

デゾラム錠１ｍｇ 【大正薬工】 [-6.6]5

「日医工」 【日医工】 [-6.6]3

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-6.6]2

セデコパン錠１ｍｇ 【長生堂】 [-6.6]1

デプロメール錠２５〔Ａ〕(フルボキサミンマレイン酸塩)

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-14.6]14

「サワイ」 【沢井製薬】 [-14.6]14

「アメル」 【共和薬工】 [-18.5]7

「日医工」 【日医工】 [-18.5]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-14.6]4

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-18.5]2

「ファイザー」 【ファイザー】 [-18.5]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-14.6]2

「ＣＨ」 【長生堂】 [-14.6]1

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-14.6]1

デプロメール錠５０〔Ａ〕(フルボキサミンマレイン酸塩)

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-27]6

「日医工」 【日医工】 [-27]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-27]3

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-27]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-27]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-27]1

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-27]1

「ＣＨ」 【長生堂】 [-27]1

「アメル」 【共和薬工】 [-32.5]1

デプロメール錠７５〔Ａ〕(フルボキサミンマレイン酸塩)

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-33.5]1

「ＣＨ」 【長生堂】 [-33.5]1

デラキシー配合顆粒〔Ｃ〕(アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム)

シーピー配合顆粒 【東和薬品】 [-0]11

デラキシー配合顆粒 【丸石製薬】 [-0]8

テルネリン顆粒０．２％〔Ａ〕(チザニジン塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-23.5]5

テルネリン錠１ｍｇ〔Ａ〕(チザニジン塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-11.1]35

「サワイ」 【沢井製薬】 [-10.8]28

「テバ」 【テバ製薬】 [-10.8]26

チザニジン塩酸塩１ｍｇ錠 【一般名収載】 [-11.1]8

チザネリン錠１ｍｇ 【大正薬工】 [-10.8]5

モトナリン錠１ｍｇ 【日本薬工】 [-10.8]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-11.1]4

「ＪＧ」 【長生堂】 [-10.8]4

ギボンズ錠１ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-10.8]3

「アメル」 【共和薬工】 [-10.8]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-10.8]1

メキタック錠１ｍｇ 【テバ製薬】 [-10.8]1

テルロン錠０．５〔Ａ〕(テルグリド)

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-45.4]1

ドグマチールカプセル５０ｍｇ〔Ａ〕(スルピリド)

「トーワ」 【東和薬品】 [-9]7

ドグマチール細粒１０％〔Ａ〕(スルピリド)

「アメル」 【共和薬工】 [-18.1]3

ドグマチール細粒５０％〔Ａ〕(スルピリド)

「アメル」 【共和薬工】 [-51.6]5

「アメル」 【共和薬品工業】 [-51.6]1

ドグマチール錠１００ｍｇ〔Ａ〕(スルピリド)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12]9

「アメル」 【共和薬工】 [-12]2

スルピリド錠１００ｍｇ（ＴＹＫ） 【大正薬工】 [-12]2

ドグマチール錠５０ｍｇ〔Ａ〕(スルピリド)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-9]112

スルピリド錠５０ｍｇ（ＴＹＫ） 【大正薬工】 [-9]29

「アメル」 【共和薬工】 [-9]20

スルピリド５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-9]5

マーゲノール錠５０ｍｇ 【辰巳化学】 [-9]1

「ＣＨ」 【長生堂】 [-9]1

トスキサシン錠１５０ｍｇ〔Ａ〕(トスフロキサシントシル酸塩水和物)

「日医工」 【日医工】 [-68.8]5

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-68.8]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-68.8]3

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-68.8]1

トスキサシン錠７５ｍｇ〔Ａ〕(トスフロキサシントシル酸塩水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-49.2]2

ドパコール配合錠Ｌ５０〔Ｃ〕(レボドパ・カルビドパ水和物)

ドパコール配合錠Ｌ５０ 【ダイト】 [-0]12

ドプスカプセル１００ｍｇ〔Ｃ〕(ドロキシドパ)

「日医工」 【日医工】 [-0]12

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-0]4

「アメル」 【共和薬工】 [-0]2

トミロン細粒小児用１０％〔Ａ〕(セフテラム　ピボキシル)

「日医工」 【日医工】 [-40.2]1

ドメナン錠２００ｍｇ〔Ａ〕(オザグレル塩酸塩水和物)

「ＫＮ」 【小林化工】 [-62.8]2

ドラール錠１５〔Ａ〕(クアゼパム)

「ＭＮＰ」 【日新（山形）】 [-41.1]7

「サワイ」 【沢井製薬】 [-54]3

「アメル」 【共和薬工】 [-54]1

「日医工」 【日医工】 [-41.1]1

ドラール錠２０〔Ａ〕(クアゼパム)
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「ＹＤ」 【陽進堂】 [-62.1]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-62.1]1

「ＭＮＰ」 【日新（山形）】 [-49.2]1

トランコロン錠７．５ｍｇ〔Ｄ〕(メペンゾラート臭化物)

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-0]3

トランサミンカプセル２５０ｍｇ〔Ｄ〕(トラネキサム酸)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0.5]40

ヘキサトロンカプセル２５０ｍｇ 【日本新薬】 [-0.5]2

トランサミン錠２５０ｍｇ〔Ｄ〕(トラネキサム酸)

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-0.5]53

「三恵」 【三恵薬品】 [-0.5]4

トランサミン錠５００ｍｇ〔Ｄ〕(トラネキサム酸)

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-9.9]9

トランサミンシロップ５％〔Ｄ〕(トラネキサム酸)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-0.9]2

トランデート錠１００ｍｇ〔Ａ〕(ラベタロール塩酸塩)

「トーワ」 【東和薬品】 [-22.7]1

トランデート錠５０ｍｇ〔Ａ〕(ラベタロール塩酸塩)

「トーワ」 【東和薬品】 [-11.3]2

トリノシン腸溶錠２０ｍｇ〔Ｄ〕(アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-0.2]8

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-0.2]6

ドルナー錠２０μｇ〔Ａ〕(ベラプロストナトリウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-37.4]31

「テバ」 【テバ製薬】 [-37.4]28

プロルナー錠２０μｇ 【日医工】 [-37.4]20

「ファイザー」 【ファイザー】 [-37.4]15

「トーワ」 【東和薬品】 [-37.4]4

ベラストリン錠２０μｇ 【大正薬工】 [-37.4]4

ベルナール錠２０μｇ 【旭化成ファーマ】 [-37.4]3

「ＡＦＰ」 【シオノケミカル】 [-26.7]2

ドルナリン錠２０μｇ 【テバ製薬】 [-37.4]2

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-37.4]2

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-37.4]1

トレドミン錠１２．５ｍｇ〔Ａ〕(ミルナシプラン塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-6.2]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-6.2]1

「アメル」 【共和薬工】 [-6.2]1

トレドミン錠１５ｍｇ〔Ａ〕(ミルナシプラン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8.7]2

「日医工」 【日医工】 [-8.7]2

「アメル」 【共和薬工】 [-8.7]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-8.7]1

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-8.7]1

トレドミン錠２５ｍｇ〔Ａ〕(ミルナシプラン塩酸塩)

「ＡＦＰ」 【アルフレッサ　ファーマ】 [-12.4]5

「アメル」 【共和薬工】 [-12.4]4

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-12.4]3

「日医工」 【日医工】 [-12.4]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.4]3

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-12.4]1

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-12.4]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-12.4]1

トレドミン錠５０ｍｇ〔Ａ〕(ミルナシプラン塩酸塩)

「アメル」 【共和薬工】 [-20.1]1

ナウゼリン錠１０〔Ａ〕(ドンペリドン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-10.5]40

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-10.7]33

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-10.5]31

「日医工」 【日医工】 [-10.5]13

「ＪＧ」 【長生堂】 [-10.7]7

ドンペリドン１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-10.7]6

ペロリック錠１０ｍｇ 【東和薬品】 [-10.7]6

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-10.5]5

ハドドリン錠「１０」　１０ｍｇ 【辰巳化学】 [-10.7]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-10.5]1

「タナベ」 【長生堂】 [-10.7]1

ナウゼリン錠５〔Ａ〕(ドンペリドン)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-4.9]3

「ＪＧ」 【長生堂】 [-4.9]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-4.9]1

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-4.7]1

ナウゼリンドライシロップ１％〔Ａ〕(ドンペリドン)

「日医工」 【日医工】 [-31.7]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-26.4]3

ハドドリンドライシロップ１％ 【辰巳化学】 [-31.7]1

ニザノンカプセル１５０〔Ｃ〕(ニザチジン)

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-11.8]5

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]4

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-11.8]3

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-0]1

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-0]1

ニザノンカプセル７５〔Ｃ〕(ニザチジン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]7

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-6.2]1

「ＯＨＡＲＡ」 【大原薬品工業】 [-0]1

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-6.2]1

ニセルゴリン１％細粒〔Ｃ〕(ニセルゴリン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]2

ニセルゴリン１％細粒 【一般名収載】 [-0]1

ニトロールＲカプセル２０ｍｇ〔Ａ〕(硝酸イソソルビド)

イソコロナールＲカプセル２０ｍｇ 【佐藤薬工】 [-9.6]25

カリアントＳＲカプセル２０ｍｇ 【全星薬品工業】 [-9.6]5

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ〔Ｃ〕(ニトログリセリン)

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 【日本化薬】 [-0]219

ニバジール錠２ｍｇ〔Ａ〕(ニルバジピン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7]10

ナフトジール錠２ 【テバ製薬】 [-7]5

「日医工」 【日医工】 [-7]3

トーワジール錠２ｍｇ 【東和薬品】 [-7]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-7]1

ニバジール錠４ｍｇ〔Ａ〕(ニルバジピン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.2]11

「日医工」 【日医工】 [-16.2]6

ナフトジール錠４ 【テバ製薬】 [-16.2]4

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-16.2]3

トーワジール錠４ｍｇ 【東和薬品】 [-15.1]1

ニフラン錠７５ｍｇ〔Ａ〕(プラノプロフェン)

「トーワ」 【東和薬品】 [-4.2]4

ルポック錠７５ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-4.2]3

ニポラジン錠３ｍｇ〔Ａ〕(メキタジン)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-2.6]13

アリマン錠３ｍｇ 【メディサ新薬】 [-2.6]7

ヒスポラン錠３ｍｇ 【東和薬品】 [-2.6]7

メキタミン錠３ｍｇ 【ダイト】 [-2.6]3

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-2.6]2

「日医工」 【日医工】 [-2.6]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-2.6]2

シークナロン錠３ｍｇ 【大正薬工】 [-2.6]1

メキタゼノン錠３ｍｇ 【日医工ファーマ】 [-2.6]1

乳石錠５００ｍｇ〔Ｃ〕(乳酸カルシウム水和物)

「ファイザー」 【ファイザー】 [-0]2

ニューロタン錠１００ｍｇ〔Ａ〕(ロサルタンカリウム)
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「テバ」 【テバ製薬】 [-121.3]2

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-121.3]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-121.3]1

「科研」 【ダイト】 [-92]1

ニューロタン錠２５ｍｇ〔Ａ〕(ロサルタンカリウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-41.5]32

「テバ」 【テバ製薬】 [-41.5]23

「ファイザー」 【ファイザー】 [-33.1]16

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-33.1]11

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-33.1]9

「トーワ」 【東和薬品】 [-33.1]8

「日医工」 【日医工】 [-41.5]7

「科研」 【ダイト】 [-33.1]7

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-33.1]6

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-41.5]5

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-41.5]5

「ＫＯＧ」 【日本薬工】 [-41.5]4

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-33.1]4

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-41.5]3

「アメル」 【共和薬工】 [-41.5]3

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-41.5]1

「モチダ」 【ニプロパッチ】 [-41.5]1

「サンド」 【サンド】 [-41.5]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-33.1]1

ニューロタン錠５０ｍｇ〔Ａ〕(ロサルタンカリウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-79.4]31

「ファイザー」 【ファイザー】 [-63.5]21

「テバ」 【テバ製薬】 [-79.4]16

「科研」 【ダイト】 [-63.5]13

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-63.5]11

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-63.5]9

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-63.5]7

「トーワ」 【東和薬品】 [-63.5]7

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-79.4]7

「日医工」 【日医工】 [-79.4]6

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-63.5]6

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-63.5]6

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-79.4]4

「ＫＯＧ」 【日本薬工】 [-79.4]3

「サンド」 【サンド】 [-79.4]2

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-79.4]2

「アメル」 【共和薬工】 [-79.4]2

「タカタ」 【高田製薬】 [-63.5]1

「ＫＮ」 【小林化工】 [-63.5]1

「モチダ」 【ニプロパッチ】 [-79.4]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-63.5]1

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-79.4]1

ネオ・エフラーゼ配合カプセル〔Ｃ〕(ビオヂアスターゼ１０００配合剤)

ネオ・エフラーゼ配合カプセル 【シオエ製薬】 [-0]1

ネオーラル１０ｍｇカプセル〔Ａ〕(シクロスポリン)

「日医工」 【日医工】 [-59.4]6

ネオーラル２５ｍｇカプセル〔Ａ〕(シクロスポリン)

「日医工」 【日医工】 [-101.5]10

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-101.5]5

「ＢＭＤ」 【ビオメディクス】 [-101.5]2

アマドラカプセル２５ｍｇ 【東洋カプセル】 [-101.5]1

ネオーラル５０ｍｇカプセル〔Ａ〕(シクロスポリン)

「日医工」 【日医工】 [-227.5]9

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-171.9]4

「ＢＭＤ」 【ビオメディクス】 [-171.9]2

アマドラカプセル５０ｍｇ 【東洋カプセル】 [-171.9]2

「ＴＣ」 【東洋カプセル】 [-171.9]1

ネオドパストン配合錠Ｌ１００〔Ａ〕(レボドパ・カルビドパ水和物)

ドパコール配合錠Ｌ１００ 【ダイト】 [-21.3]26

パーキストン配合錠Ｌ１００ 【小林化工】 [-21.3]5

カルコーパ配合錠Ｌ１００ 【共和薬工】 [-21.3]4

レプリントン配合錠Ｌ１００ 【辰巳化学】 [-23.9]2

ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ〔Ｃ〕(ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩)

ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ 【テバ製薬】 [-0]76

ネオマレルミン錠２ｍｇ〔Ｃ〕(ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩)

ネオマレルミン錠２ｍｇ 【テバ製薬】 [-0]10

ネルボン錠５ｍｇ〔Ｄ〕(ニトラゼパム)

「トーワ」 【東和薬品】 [-5.6]33

「テバ」 【テバ製薬】 [-5.6]17

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-5.6]10

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-5.6]4

ネルロレン錠「５」 【辰巳化学】 [-5.6]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-5.6]2

「イセイ」 【イセイ】 [-5.6]1

ノイエルカプセル２００ｍｇ〔Ａ〕(セトラキサート塩酸塩)

ラクマーゼカプセル２００ｍｇ 【東和薬品】 [-4]6

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-4]4

ノイエル細粒４０％〔Ａ〕(セトラキサート塩酸塩)

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-9.9]4

ノイキノン糖衣錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ユビデカレノン)

カイトロン錠１０ｍｇ 【沢井製薬】 [-12.7]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-12.7]9

ユビデカレノン１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-12.7]5

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.7]3

濃厚ブロチンコデイン配合シロップ〔Ｄ〕(オウヒエキス・コデインリン酸塩
水和物)

サリパラ・コデイン液 【丸石製薬】 [-0.7]32

ノルバスクＯＤ錠１０ｍｇ〔Ａ〕(アムロジピンベシル酸塩)

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-33.6]11

「サワイ」 【沢井製薬】 [-33.6]9

「トーワ」 【東和薬品】 [-33.6]8

「テバ」 【テバ製薬】 [-46.6]4

「日医工」 【日医工】 [-33.6]3

「科研」 【大興製薬】 [-33.6]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-46.6]2

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-33.6]2

「ケミファ」 【日本薬工】 [-33.6]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-46.6]1

ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(アムロジピンベシル酸塩)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-12.5]42

「トーワ」 【東和薬品】 [-12.5]41

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.5]41

「テバ」 【テバ製薬】 [-16.9]26

「あすか」 【大正薬工】 [-12.5]22

「日医工」 【日医工】 [-16.9]18

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-12.5]13

「ケミファ」 【日本薬工】 [-12.5]10

「科研」 【大興製薬】 [-12.5]10

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-16.9]3

「ＫＮ」 【小林化工】 [-12.5]3

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-12.5]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-16.9]2

「サンド」 【サンド】 [-16.9]2

「ＣＨ」 【長生堂】 [-16.9]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-16.9]1

「ＴＣＫ」 【ニプロジェネファ】 [-16.9]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-16.9]1

「アメル」 【共和薬工】 [-12.5]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-16.9]1

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-16.9]1

ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ〔Ａ〕(アムロジピンベシル酸塩)

「トーワ」 【東和薬品】 [-22.3]51

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-22.3]51

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.3]49

「テバ」 【テバ製薬】 [-31.3]28

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-22.3]27

「あすか」 【大正薬工】 [-22.3]20

「日医工」 【日医工】 [-22.3]18
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「ケミファ」 【日本薬工】 [-22.3]17

「科研」 【大興製薬】 [-22.3]13

「ＫＮ」 【小林化工】 [-22.3]4

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-22.3]4

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-31.3]4

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-31.3]3

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-22.3]3

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-31.3]2

「サンド」 【サンド】 [-31.3]2

「タカタ」 【高田製薬】 [-31.3]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-31.3]2

「ＣＨ」 【長生堂】 [-31.3]2

「ＫＲＭ」 【キョーリンリメディオ】 [-31.3]1

「ＴＣＫ」 【ニプロジェネファ】 [-31.3]1

ノルバスク錠１０ｍｇ〔Ａ〕(アムロジピンベシル酸塩)

「あすか」 【あすか製薬】 [-46.6]5

「サワイ」 【沢井製薬】 [-33.6]5

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-33.6]3

「日医工」 【日医工】 [-33.6]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-33.6]3

「ケミファ」 【日本薬工】 [-33.6]2

「ＣＨ」 【長生堂】 [-46.6]1

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-33.6]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-46.6]1

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-33.6]1

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-33.6]1

ノルバスク錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(アムロジピンベシル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.5]30

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-12.5]27

「あすか」 【大正薬工】 [-12.5]25

「日医工」 【日医工】 [-16.9]25

「タイヨー」 【大興製薬】 [-12.5]21

「ケミファ」 【日本薬工】 [-12.5]20

「科研」 【ダイト】 [-16.9]19

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-12.5]16

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-12.5]10

「トーワ」 【東和薬品】 [-12.5]8

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-12.5]6

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-12.5]5

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-16.9]4

「ＱＱ」 【救急薬品工業】 [-12.5]3

「ＫＮ」 【小林化工】 [-12.5]3

「ＴＹＫ」 【バイオテックベイ】 [-16.9]2

「タカタ」 【高田製薬】 [-16.9]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-16.9]1

ノルバスク錠５ｍｇ〔Ａ〕(アムロジピンベシル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.3]37

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-22.3]29

「日医工」 【日医工】 [-22.3]29

「科研」 【ダイト】 [-31.3]28

「あすか」 【大正薬工】 [-22.3]27

「ケミファ」 【日本薬工】 [-22.3]19

「タイヨー」 【大興製薬】 [-22.3]17

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-22.3]14

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-22.3]10

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-22.3]10

「トーワ」 【東和薬品】 [-22.3]7

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-22.3]6

「ＱＱ」 【救急薬品工業】 [-22.3]5

「ＫＮ」 【小林化工】 [-22.3]5

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-31.3]3

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-31.3]3

「ＴＹＫ」 【バイオテックベイ】 [-31.3]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-31.3]1

「アメル」 【共和薬工】 [-22.3]1

「ＰＨ」 【キョーリンリメディオ】 [-31.3]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-31.3]1

ノルバデックス錠１０ｍｇ〔Ａ〕(タモキシフェンクエン酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-125.4]2

タスオミン錠１０ｍｇ 【日本シェーリング】 [-68.4]1

タモキシフェンクエン酸塩１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-125.4]1

ノルバデックス錠２０ｍｇ〔Ａ〕(タモキシフェンクエン酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-246.2]20

タスオミン錠２０ｍｇ 【日本シェーリング】 [-117.9]17

タモキシフェンクエン酸塩２０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-246.2]6

「日医工」 【日医工】 [-246.2]5

「明治」 【メディサ新薬】 [-180.9]1

パーセリン錠２５ｍｇ〔Ａ〕(アリルエストレノール)

アリルエストレノール２５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-80.2]1

エルモラン錠２５　２５ｍｇ 【沢井製薬】 [-80.2]1

パーロデル錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(ブロモクリプチンメシル酸塩)

「フソー」 【ダイト】 [-62.5]3

エレナント錠２．５ｍｇ 【サンド】 [-89.8]2

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-89.8]2

メーレーン錠２．５ｍｇ 【辰巳化学】 [-89.8]2

コーパデル錠２．５ｍｇ 【共和薬工】 [-89.8]1

デパロ錠２．５ｍｇ 【東和薬品】 [-89.8]1

バイアスピリン錠１００〔Ｃ〕(アスピリン)

バイアスピリン錠１００ｍｇ 【バイエル】 [-0]300

ゼンアスピリン錠１００ 【全星薬品工業】 [-0]6

「ＫＮ」 【小林化工】 [-0]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]1

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-0]1

バイカロン錠２５ｍｇ〔Ａ〕(メフルシド)

「日医工」 【日医工】 [-4.3]13

ハイコバールカプセル５００μｇ〔Ｄ〕(コバマミド)

「トーワ」 【東和薬品】 [-18.6]1

ハイゼット錠５０ｍｇ〔Ｄ〕(ガンマオリザノール)

オルル錠５０ 【東和薬品】 [-5]3

ハイチオール錠４０〔Ｃ〕(Ｌ－システイン)

ハイチオール錠４０ 【エスエス】 [-0]13

ハイペン錠１００ｍｇ〔Ａ〕(エトドラク)

「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-10.9]3

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-10.9]3

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-10.9]2

オスペイン錠１００ｍｇ 【日医工】 [-10.9]1

ハイペン錠２００ｍｇ〔Ａ〕(エトドラク)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-15]40

「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-15]23

オスペイン錠２００ 【日医工】 [-15]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-11.5]4

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-15]2

「ＫＮ」 【小林化工】 [-15]2

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-15]1

パイペラック錠２００ｍｇ 【大正薬工】 [-15]1

ハイボン錠２０ｍｇ〔Ｄ〕(リボフラビン酪酸エステル)

ミタンＢ２錠２０ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-0.2]8

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-0.2]3

バイミカード錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ニソルジピン)

リオハード錠１０ｍｇ 【テバ製薬】 [-57.5]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-49.7]1

バイミカード錠５ｍｇ〔Ａ〕(ニソルジピン)

リオハード錠５ｍｇ 【テバ製薬】 [-25.9]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-25.9]2

バイロテンシン錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ニトレンジピン)

バロテイン錠１０　１０ｍｇ 【沢井製薬】 [-55.1]12

ニトレンジピン１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-55.1]6

「日医工」 【日医工】 [-55.1]5

「サワイ」 【沢井製薬】 [-55.1]4

バロジピン錠１０　１０ｍｇ 【テバ製薬】 [-55.1]3

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-55.1]2

「三和」 【三和化学】 [-55.1]1
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バイニロード錠１０ｍｇ 【大正薬工】 [-55.1]1

ドスペロピン錠１０　１０ｍｇ 【東和薬品】 [-55.1]1

バイロテンシン錠５ｍｇ〔Ａ〕(ニトレンジピン)

バロテイン錠５　５ｍｇ 【沢井製薬】 [-26.2]7

ニトレンジピン５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-26.2]5

ドスペロピン錠５　５ｍｇ 【東和薬品】 [-26.2]3

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-26.2]3

バロジピン錠５　５ｍｇ 【テバ製薬】 [-26.2]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-26.2]2

バイニロード錠５ｍｇ 【大正薬工】 [-26.2]1

ニルジピン錠５　５ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-26.2]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-26.2]1

パキシル錠１０ｍｇ〔Ａ〕(パロキセチン塩酸塩水和物)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-46.6]14

「サワイ」 【沢井製薬】 [-57.6]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-46.6]6

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-57.6]5

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-57.6]4

「科研」 【ダイト】 [-46.6]4

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-46.6]4

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-57.6]4

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-57.6]4

「日医工」 【日医工】 [-57.6]3

「ファイザー」 【ファイザー】 [-46.6]3

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-46.6]3

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-46.6]1

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-57.6]1

「テバ」 【テバ製薬】 [-57.6]1

パキシル錠２０ｍｇ〔Ａ〕(パロキセチン塩酸塩水和物)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-81.5]8

「サワイ」 【沢井製薬】 [-101]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-81.5]4

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-101]3

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-101]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-101]1

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-81.5]1

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-101]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-81.5]1

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-81.5]1

「日医工」 【日医工】 [-101]1

「日新」 【日新（山形）】 [-81.5]1

パキシル錠５ｍｇ〔Ａ〕(パロキセチン塩酸塩水和物)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-26.3]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-32.5]3

「ファイザー」 【ファイザー】 [-26.3]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-32.5]2

「科研」 【ダイト】 [-26.3]1

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-26.3]1

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-32.5]1

バクシダール錠１００ｍｇ〔Ａ〕(ノルフロキサシン)

キサフロール錠１００　１００ｍｇ 【沢井製薬】 [-34.4]5

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-34.4]1

バクトラミン配合顆粒〔Ａ〕(スルファメトキサゾール・トリメトプリム)

ダイフェン配合顆粒 【鶴原製薬】 [-59.7]1

バクトラミン配合錠〔Ａ〕(スルファメトキサゾール・トリメトプリム)

ダイフェン配合錠 【鶴原製薬】 [-59.6]22

スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠 【一般名収載】 [-59.6]7

パセトシンカプセル２５０〔Ａ〕(アモキシシリン水和物)

「日医工」 【日医工】 [-9.5]45

「トーワ」 【東和薬品】 [-9.5]7

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-9.5]5

「タツミ」 【辰巳化学】 [-9.5]1

バップフォー錠１０〔Ａ〕(プロピベリン塩酸塩)

ミクトノーム錠１０ｍｇ 【大正薬工】 [-30.4]31

ベンズフォー錠１０ｍｇ 【メディサ新薬】 [-30.4]22

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-53.2]14

「日医工」 【日医工】 [-30.4]8

ユリロシン錠１０ 【ダイト】 [-43.3]6

プロピベリン塩酸塩１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-53.2]5

「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-43.3]5

バルレール錠１０ 【日新（山形）】 [-43.3]4

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-43.3]3

「ＫＮ」 【小林化工】 [-30.4]3

ノーラガード錠１０ｍｇ 【東和薬品】 [-30.4]3

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-43.3]2

バップベリン錠１０ｍｇ 【ハイゾン】 [-43.3]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-43.3]1

「ＳＫＫ」 【三和化学】 [-30.4]1

ビフォルベリン錠１０ｍｇ 【長生堂】 [-53.2]1

バップフォー錠２０〔Ａ〕(プロピベリン塩酸塩)

ミクトノーム錠２０ｍｇ 【大正薬工】 [-52.4]16

ベンズフォー錠２０ｍｇ 【メディサ新薬】 [-52.4]10

「日医工」 【日医工】 [-72.7]6

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-72.7]6

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-72.7]2

ペニフォー錠２０　２０ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-91.5]1

「アメル」 【共和薬工】 [-72.7]1

ユリロシン錠２０ 【ダイト】 [-72.7]1

バルレール錠２０ 【日新（山形）】 [-72.7]1

「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-72.7]1

「タツミ」 【辰巳薬品】 [-91.5]1

ノーラガード錠２０ｍｇ 【東和薬品】 [-52.4]1

バナール錠５０ｍｇ〔Ｃ〕(トコフェロール酢酸エステル)

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-0]19

バナール錠５０ｍｇ 【東和薬品】 [-0]17

ベクタン錠５０ｍｇ 【マイラン製薬】 [-0]3

バナリントップ細粒５０％〔Ｃ〕(トラネキサム酸)

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-0]1

パナルジン細粒１０％〔Ａ〕(チクロピジン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-42]1

パナルジン錠１００ｍｇ〔Ａ〕(チクロピジン塩酸塩)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-48.7]50

ニチステート錠１００ｍｇ 【日医工】 [-48.7]31

チクロピジン塩酸塩１００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-48.7]26

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-48.7]25

「トーワ」 【東和薬品】 [-48.7]18

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-48.7]14

パナピジン錠１００ｍｇ 【サンド】 [-48.7]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-48.7]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-48.7]1

ビーチロン錠１００ｍｇ 【辰巳化学】 [-48.7]1

バナン錠１００ｍｇ〔Ａ〕(セフポドキシム　プロキセチル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-32.6]4

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-32.6]4

「ＪＧ」 【長生堂】 [-32.6]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-32.6]2

バナンドライシロップ５％〔Ａ〕(セフポドキシム　プロキセチル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-29.4]1

バファリン配合錠Ａ３３０〔Ｄ〕(アスピリン・ダイアルミネート)

イスキア配合錠Ａ３３０ 【シオノケミカル】 [-0.1]1

バファリン配合錠Ａ８１〔Ｃ〕(アスピリン・ダイアルミネート)

バファリン配合錠Ａ８１ 【ライオン】 [-0]175

バッサミン配合錠Ａ８１ 【テバ製薬】 [-0]3

ファモター配合錠Ａ８１ 【鶴原製薬】 [-0]2

バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ〔Ｃ〕(バラシクロビル塩酸塩)

「モチダ」 【持田製薬】 [-0]15

パリエット錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ラベプラゾールナトリウム)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-50.7]44

「ファイザー」 【ファイザー】 [-50.7]37

「サワイ」 【沢井製薬】 [-50.7]35
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「日医工」 【日医工】 [-50.7]28

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-50.7]25

「タイヨー」 【大興製薬】 [-73.2]15

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-73.2]14

「トーワ」 【東和薬品】 [-50.7]13

「ＡＡ」 【あすか製薬】 [-50.7]13

「科研」 【ダイト】 [-50.7]11

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-50.7]10

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-50.7]9

「ＦＦＰ」 【シオノケミカル】 [-50.7]7

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-50.7]5

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-50.7]4

「日新」 【日新（山形）】 [-50.7]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-50.7]1

「サンド」 【サンド】 [-73.2]1

「ゼリア」 【ゼリア新薬】 [-50.7]1

「アメル」 【共和薬工】 [-50.7]1

パリエット錠２０ｍｇ〔Ａ〕(ラベプラゾールナトリウム)

「ファイザー」 【ファイザー】 [-92.8]2

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-92.8]2

「タイヨー」 【大興製薬】 [-131.3]1

「日医工」 【日医工】 [-131.3]1

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-92.8]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-92.8]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-92.8]1

「日新」 【日新（山形）】 [-92.8]1

ハリゾン錠１００ｍｇ〔Ｃ〕(アムホテリシンＢ)

ハリゾン錠１００ｍｇ 【富士製薬工業】 [-0]2

ハルシオン０．１２５ｍｇ錠〔Ａ〕(トリアゾラム)

「テバ」 【テバ製薬】 [-4.6]36

ハルラック錠０．１２５ｍｇ 【富士薬品】 [-4.6]18

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-4.6]12

「日医工」 【日医工】 [-4.6]11

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-4.6]1

「ＣＨ」 【長生堂】 [-4.6]1

ハルシオン０．２５ｍｇ錠〔Ａ〕(トリアゾラム)

「日医工」 【日医工】 [-8.9]71

ハルラック錠０．２５ｍｇ 【富士薬品】 [-8.9]38

「テバ」 【テバ製薬】 [-8.9]36

「ＫＮ」 【小林化工】 [-8.9]8

「ＣＨ」 【長生堂】 [-8.9]6

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-8.9]2

アスコマーナ錠０．２５ 【日新（山形）】 [-8.9]1

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-8.9]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-8.9]1

「タナベ」 【長生堂】 [-8.9]1

パルトックス細粒２０％〔Ｃ〕(パンテチン)

「ＫＮ」 【小林化工】 [-0]9

パルトックス錠３０ｍｇ〔Ｃ〕(パンテチン)

パルトックス錠３０ｍｇ 【鶴原製薬】 [-0]1

バルトレックス顆粒５０％〔Ａ〕(バラシクロビル塩酸塩)

「トーワ」 【東和薬品】 [-160.1]6

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-160.1]3

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-160.1]1

バルトレックス錠５００〔Ａ〕(バラシクロビル塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-193.8]19

「テバ」 【テバ製薬】 [-193.8]17

「ＫＯＧ」 【興和】 [-193.8]14

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-193.8]9

「トーワ」 【東和薬品】 [-193.8]9

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-193.8]7

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-193.8]7

「ファイザー」 【ファイザー】 [-193.8]7

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-193.8]6

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-193.8]6

「科研」 【シオノケミカル】 [-193.8]5

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-193.8]4

「サトウ」 【佐藤製薬】 [-193.8]3

「ＣＥＯ」 【セオリアファーマ】 [-193.8]3

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-193.8]2

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-193.8]1

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-193.8]1

「日医工」 【日医工】 [-193.8]1

「オーハラ」 【エール薬品】 [-193.8]1

ハルナールＤ錠０．１ｍｇ〔Ａ〕(タムスロシン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-39.2]45

「ケミファ」 【日本薬工】 [-39.2]7

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-39.2]7

リストリームＯＤ錠０．１ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-30]5

「日医工」 【日医工】 [-39.2]4

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-39.2]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-30]2

「ファイザー」 【ファイザー】 [-48.6]2

「日新」 【日新（山形）】 [-39.2]1

タムスロシン塩酸塩０．１ｍｇ錠 【一般名収載】 [-48.6]1

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ〔Ａ〕(タムスロシン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-75.9]103

リストリームＯＤ錠０．２ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-62.1]28

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-98.1]21

「日医工」 【日医工】 [-75.9]12

「ケミファ」 【日本薬工】 [-62.1]9

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-75.9]9

「トーワ」 【東和薬品】 [-62.1]9

タムスロシン塩酸塩０．２ｍｇ錠 【一般名収載】 [-98.1]4

「ファイザー」 【ファイザー】 [-98.1]3

「日新」 【日新（山形）】 [-75.9]2

パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ〔Ｃ〕(パロキセチン塩酸塩水和物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]2

パロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ〔Ｃ〕(パロキセチン塩酸塩水和物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]1

ハロネロールカプセル０．１ｍｇ〔Ｃ〕(タムスロシン塩酸塩)

パルナックカプセル０．１ｍｇ 【テバ製薬】 [-9.2]4

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-9.2]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-9.2]2

「ケミファ」 【日本薬工】 [-9.2]1

パントシン散２０％〔Ｄ〕(パンテチン)

「テバ」 【大正薬工】 [-10.8]11

パントシン錠１００〔Ｄ〕(パンテチン)

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-4.1]9

ピアーレＤＳ９５％〔Ｃ〕(ラクツロース)

ピアーレＤＳ９５％ 【高田製薬】 [-0]7

ピーエイ配合錠〔Ｃ〕(非ピリン系感冒剤)

ピーエイ配合錠 【全星薬品工業】 [-0]206

ＰＬ配合顆粒〔Ｄ〕(非ピリン系感冒剤)

サラザック配合顆粒 【テバ製薬】 [-0.2]55

トーワチーム配合顆粒 【東和薬品】 [-0.2]15

マリキナ配合顆粒 【鶴原製薬】 [-0.2]6

セラピナ配合顆粒 【シオノケミカル】 [-0.2]2

ピーマーゲン配合散〔Ｃ〕(ジアスターゼ・生薬配合剤)

ピーマーゲン配合散 【昭和薬品化工】 [-0]13

ビーマス配合錠〔Ｃ〕(ジオクチルソジウムスルホサクシネート・カサンス
ラノール)

ビーマス配合錠 【日本臓器】 [-0]52

ベンコール配合錠 【日医工】 [-0]15

ビオスミン配合散〔Ｄ〕(ビフィズス菌)

レベニンＳ散 【わかもと】 [-0]11

ビオチン・ドライシロップ０．１％〔Ｃ〕(ビオチン)

「ホエイ」 【東洋製化】 [-0]1
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ビオフェルミンＲ散〔Ｃ〕(耐性乳酸菌)

ビオフェルミンＲ散 【ビオフェルミン】 [-0]164

ビオフェルミンＲ錠〔Ｃ〕(耐性乳酸菌)

ビオフェルミンＲ錠 【ビオフェルミン】 [-0]161

ビオフェルミン錠剤〔Ｃ〕(ビフィズス菌)

ビオフェルミン錠剤 【ビオフェルミン】 [-0]226

ビオラクチス散〔Ｃ〕(カゼイ菌)

ビオラクチス散 【ヤクルト】 [-0]10

ビオラクト原末〔Ｄ〕(ラクトミン)

「イセイ」 【イセイ】 [-0]3

ビクシリンＳ配合錠〔Ｃ〕(アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム
水和物)

ビクシリンＳ配合錠 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-0]1

ビクロックスシロップ８％〔Ｃ〕(アシクロビル)

ビクロックスシロップ８％ 【小林化工】 [-0]6

ピコルーラカプセル２．５ｍｇ〔Ｃ〕(ピコスルファートナトリウム水和物)

ピコルーラカプセル２．５ｍｇ 【日本薬工】 [-0]6

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ〔Ａ〕(プラミペキソール塩酸塩水和物)

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-24.5]2

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-24.5]1

ヒスロンＨ錠２００ｍｇ〔Ａ〕(メドロキシプロゲステロン酢酸エステル)

プロゲストン錠２００ 【富士製薬工業】 [-150]1

ビソルボン錠４ｍｇ〔Ｄ〕(ブロムヘキシン塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-0.7]16

フルペン錠４ｍｇ 【沢井製薬】 [-0.7]14

レベルボン錠４ｍｇ 【東和薬品】 [-0.7]3

ビソポロン錠４ｍｇ 【日医工ファーマ】 [-0.7]1

「クニヒロ」 【皇漢堂製薬】 [-0.7]1

ビソルボンシロップ０．０８％〔Ｄ〕(ブロムヘキシン塩酸塩)

レベルボンシロップ０．０８％ 【東和薬品】 [-2.7]7

「イセイ」 【イセイ】 [-2.7]1

ビタダン配合錠〔Ｃ〕(フルスルチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤)

ビタダン配合錠 【メディサ新薬】 [-0]12

ビタマル配合錠 【沢井製薬】 [-0]1

ビタミンＢ６錠３０ｍｇ〔Ｃ〕(ピリドキシン塩酸塩)

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-0]6

ビタメジン配合カプセルＢ２５〔Ｄ〕(ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤)

ダイメジンスリービー配合カプセル２５ 【日医工】 [-0.2]19

シグマビタン配合カプセルＢ２５ 【東和薬品】 [-0.2]8

ヒデルギン舌下錠１ｍｇ〔Ｄ〕(ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-7.3]1

ピドキサール錠２０ｍｇ〔Ｄ〕(ピリドキサールリン酸エステル水和物)

リボビックス錠２０ｍｇ 【鶴原製薬】 [-0.3]3

ピドキサール錠３０ｍｇ〔Ｄ〕(ピリドキサールリン酸エステル水和物)

リン酸ピリドキサール錠３０（小林化工） 【小林化工】 [-4.6]20

「イセイ」 【イセイ】 [-4.6]2

ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ〔Ｃ〕(ヒドロキシジンパモ酸塩)

「日新」 【日新（山形）】 [-0]2

ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ〔Ｃ〕(ヒドロクロロチアジド)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]7

ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ〔Ｃ〕(ヒドロクロロチアジド)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]7

ビフィスゲン散〔Ｃ〕(ビフィズス菌)

ビフィスゲン散 【日東薬工】 [-0]1

ビペリデン塩酸塩錠２ｍｇ〔Ｃ〕(ビペリデン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]1

ヒポラール錠１ｍｇ〔Ｃ〕(ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩)

ジヒデルゴット錠１ｍｇ 【ノバルティスＰ】 [-0]38

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ〔Ｃ〕(ピモベンダン)

「ＴＥ」 【三全製薬】 [-0]31

ピモベンダン錠２．５ｍｇ〔Ｃ〕(ピモベンダン)

「ＴＥ」 【三全製薬】 [-0]10

ピルシカイニド塩酸塩錠２５ｍｇ〔Ｃ〕(ピルシカイニド塩酸塩水和物)

「三和」 【三和化学】 [-0]1

ピルシカイニド塩酸塩錠５０ｍｇ〔Ｃ〕(ピルシカイニド塩酸塩水和物)

「三和」 【三和化学】 [-0]1

ヒルナミン錠（５０ｍｇ）〔Ｄ〕(レボメプロマジンマレイン酸塩)

「アメル」 【共和薬工】 [-1.9]1

ファスティック錠３０〔Ａ〕(ナテグリニド)

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-6.7]6

「日医工」 【日医工】 [-6.7]5

「テバ」 【大正薬工】 [-6.7]1

ファスティック錠９０〔Ａ〕(ナテグリニド)

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-17.9]22

「テバ」 【大正薬工】 [-17.9]7

「日医工」 【日医工】 [-17.9]5

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ〔Ａ〕(アムホテリシンＢ)

ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ 【富士製薬工業】 [-10.9]12

フェアストン錠４０〔Ａ〕(トレミフェンクエン酸塩)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-146.8]3

フェアストン錠６０〔Ａ〕(トレミフェンクエン酸塩)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-227.6]2

フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％〔Ｃ〕(フェキソフェナジン塩酸塩)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]1

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ〔Ｃ〕(フェキソフェナジン塩酸塩)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]1

フェノフィブラートカプセル１００ｍｇ〔Ｃ〕(フェノフィブラート)

「ＫＴＢ」 【寿】 [-0]2

フェノフィブラートカプセル６７ｍｇ〔Ｃ〕(フェノフィブラート)

「ＫＴＢ」 【寿】 [-0]1

フェルターゼ配合カプセル〔Ｃ〕(ビオヂアスターゼ１０００配合剤)

フェルターゼ配合カプセル 【佐藤薬工】 [-0]14

フェロベリン配合錠〔Ｄ〕(ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキ
ス)

リーダイ配合錠 【テバ製薬】 [-1.9]15

フェロミア顆粒８．３％〔Ａ〕(クエン酸第一鉄ナトリウム)

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-9.5]2

フェロミア錠５０ｍｇ〔Ａ〕(クエン酸第一鉄ナトリウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-4.3]173

フェロステック錠５０ｍｇ 【テバ製薬】 [-4.3]26

フェネルミン錠５０ｍｇ 【小林化工】 [-4.3]11

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-4.3]10

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-4.3]5

フェンラーゼ配合カプセル〔Ｃ〕(ビオヂアスターゼ１０００配合剤)

フェンラーゼ配合カプセル 【日医工】 [-0]5

フオイパン錠１００ｍｇ〔Ａ〕(カモスタットメシル酸塩)
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「日医工」 【日医工】 [-84.2]61

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-84.2]28

カモスタットメシル酸塩１００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-84.2]21

「テバ」 【テバ製薬】 [-84.2]19

「トーワ」 【東和薬品】 [-84.2]10

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-84.2]7

メシルパン錠１００　１００ｍｇ 【長生堂】 [-84.2]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-84.2]2

「フソー」 【ダイト】 [-84.2]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-84.2]1

カモストン錠１００　１００ｍｇ 【テバ製薬】 [-84.2]1

リーナック錠１００　１００ｍｇ 【前田薬品】 [-84.2]1

フォサマック錠３５ｍｇ〔Ａ〕(アレンドロン酸ナトリウム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-331.8]43

「テバ」 【テバ製薬】 [-284.1]24

「サワイ」 【沢井製薬】 [-331.8]19

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-284.1]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-284.1]9

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-284.1]8

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-331.8]5

「アメル」 【共和薬工】 [-284.1]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-331.8]2

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-284.1]1

フォサマック錠５〔Ａ〕(アレンドロン酸ナトリウム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-55]4

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-55]3

「テバ」 【テバ製薬】 [-42.2]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-55]2

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-42.2]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-42.2]1

ブスコパン錠１０ｍｇ〔Ｄ〕(ブチルスコポラミン臭化物)

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-1.8]39

ブチブロン錠１０ｍｇ 【日新（山形）】 [-1.8]5

リラダン錠１０ｍｇ 【イセイ】 [-1.8]1

プラコデ配合散〔Ｃ〕(鎮咳配合剤)

ニチコデ配合散 【日医工】 [-0]12

プラコデ配合散 【小林化工】 [-0]6

フラジール内服錠２５０ｍｇ〔Ｄ〕(メトロニダゾール)

アスゾール錠２５０ｍｇ 【富士製薬工業】 [-16.2]1

ブラダロン錠２００ｍｇ〔Ａ〕(フラボキサート塩酸塩)

サワダロン錠２００ｍｇ 【沢井製薬】 [-37.4]12

「サワイ」 【沢井製薬】 [-37.4]9

フラボキサート塩酸塩２００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-37.4]5

アポラキート錠２００ｍｇ 【東和薬品】 [-37.4]5

「日医工」 【日医工】 [-37.4]5

ウロステート錠２００ｍｇ 【あすか製薬】 [-37.4]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-37.4]1

ブラニュート配合顆粒〔Ｃ〕(イソロイシン・ロイシン・バリン)

ブラニュート配合顆粒 【日本製薬】 [-0]3

フラビタン錠１０ｍｇ〔Ｄ〕(フラビンアデニンジヌクレオチド)

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-1.6]13

ワカデニン腸溶錠１０ｍｇ 【わかもと】 [-1.6]9

プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍｇ〔Ｃ〕(プラミペキソール塩酸
塩水和物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]5

フランドル錠２０ｍｇ〔Ａ〕(硝酸イソソルビド)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-9.9]29

ジアセラＬ錠２０ｍｇ 【東和薬品】 [-10.1]3

Ｌ－オーネスゲン錠２０ｍｇ 【鶴原製薬】 [-10.1]1

プランルカスト錠１１２．５ｍｇ〔Ｃ〕(プランルカスト水和物)

「ＥＫ」 【小林化工】 [-0]57

「ＡＦＰ」 【アルフレッサ　ファーマ】 [-0]9

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-0]5

「ＣＥＯ」 【セオリアファーマ】 [-0]2

「日医工」 【ヤクハン】 [-0]1

プランルカスト錠２２５ｍｇ〔Ｃ〕(プランルカスト水和物)

「ＥＫ」 【小林化工】 [-0]71

「ＡＦＰ」 【アルフレッサ　ファーマ】 [-0]4

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-0]2

「ＣＥＯ」 【セオリアファーマ】 [-0]2

「日医工」 【ヤクハン】 [-0]1

プリンペラン錠５〔Ｄ〕(メトクロプラミド)

エリーテン錠５ｍｇ 【日本化薬】 [-0.800000000000001]38

テルペラン錠５ 【あすか製薬】 [-0.800000000000001]31

ペラプリン錠５ｍｇ 【テバ製薬】 [-0.800000000000001]28

プラミール錠５ｍｇ 【ナガセ】 [-0.800000000000001]8

アノレキシノン錠５ 【東和薬品】 [-0.800000000000001]3

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-0.800000000000001]1

プリンペランシロップ０．１％〔Ｄ〕(メトクロプラミド)

プラミールシロップ０．１％ 【ナガセ】 [-1.11]3

フルイトラン錠１ｍｇ〔Ｄ〕(トリクロルメチアジド)

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-3.5]40

フルトリア錠１ｍｇ 【東和薬品】 [-3.5]6

フルイトラン錠２ｍｇ〔Ｄ〕(トリクロルメチアジド)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-3.6]44

「日医工」 【日医工】 [-3.5]13

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-3.5]12

フルトリア錠２ｍｇ 【東和薬品】 [-3.6]8

「イセイ」 【イセイ】 [-3.6]2

クバクロン錠２ｍｇ 【シオノケミカル】 [-3.6]1

トリスメン錠２ｍｇ 【辰巳化学】 [-3.5]1

フルカムカプセル２７ｍｇ〔Ａ〕(アンピロキシカム)

アンピロームカプセル２７ｍｇ 【東和薬品】 [-40.2]2

プルゼニド錠１２ｍｇ〔Ｄ〕(センノシド)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0.6]163

センノサイド錠１２ｍｇ 【大正薬工】 [-0.6]77

フォルセニッド錠１２ｍｇ 【マイラン製薬】 [-0.6]52

「セイコー」 【生晃栄養薬品】 [-0.6]26

センナリド錠１２ｍｇ 【サンド】 [-0.6]22

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-0.6]17

「トーワ」 【東和薬品】 [-0.6]9

ソルドール錠１２ｍｇ 【ジェイドルフ製薬】 [-0.6]6

「フソー」 【扶桑薬品】 [-0.6]3

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-0.6]2

ソルダナ錠１２ｍｇ 【堀井薬品工業】 [-0.6]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0.6]1

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-]1

ブルフェン錠１００〔Ａ〕(イブプロフェン)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-0.8]12

「タツミ」 【辰巳化学】 [-0.8]1

ブルフェン錠２００〔Ａ〕(イブプロフェン)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-2.4]9

「タツミ」 【辰巳化学】 [-2.4]2

プレタールＯＤ錠１００ｍｇ〔Ａ〕(シロスタゾール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-122.4]71

「タカタ」 【高田製薬】 [-59.2]18

シロスタゾール口腔内崩壊錠１００ｍｇ 【一般名収載】 [-122.4]14

「ケミファ」 【日本薬工】 [-59.2]12

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-108.4]10

「トーワ」 【東和薬品】 [-122.4]3

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ〔Ａ〕(シロスタゾール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-69.8]52

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-69.8]10

シロスタゾール口腔内崩壊錠５０ｍｇ 【一般名収載】 [-69.8]9

「タカタ」 【高田製薬】 [-33]5

「ケミファ」 【日本薬工】 [-33]4

「ＪＧ」 【ダイト】 [-69.8]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-69.8]1
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ブレディニン錠２５〔Ａ〕(ミゾリビン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-66.4]1

ブレディニン錠５０〔Ａ〕(ミゾリビン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-114.9]11

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-114.9]5

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-114.9]2

プレミネント配合錠ＬＤ〔Ａ〕(ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド)

「ＥＰ」 【ニプロパッチ】 [-69.8]14

「サワイ」 【沢井製薬】 [-69.8]14

「ファイザー」 【ファイザー】 [-69.8]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-69.8]11

「ＫＮ」 【小林化工】 [-69.8]9

「ニプロ」 【ニプロ】 [-69.8]7

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-69.8]6

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-69.8]4

「ＫＯＧ」 【興和】 [-69.8]3

「日医工」 【日医工】 [-69.8]3

「科研」 【ダイト】 [-69.8]3

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-69.8]3

「三和」 【三和化学】 [-69.8]2

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-69.8]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-69.8]2

「日新」 【日新（山形）】 [-69.8]2

「サンド」 【サンド】 [-69.8]2

「モチダ」 【持田製薬】 [-69.8]2

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-69.8]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-69.8]1

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-69.8]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-69.8]1

プレラン０．５ｍｇ錠〔Ａ〕(トランドラプリル)

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-21.5]1

プレラン１ｍｇ錠〔Ａ〕(トランドラプリル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-34.3]7

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-47.4]4

「ＯＨＡＲＡ」 【大原薬品工業】 [-47.4]1

プログラフカプセル０．５ｍｇ〔Ａ〕(タクロリムス水和物)

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-160.6]8

プログラフカプセル１ｍｇ〔Ａ〕(タクロリムス水和物)

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-289]29

ブロクリン－Ｌカプセル１５ｍｇ〔Ｃ〕(ピンドロール)

ブロクリン－Ｌカプセル１５ｍｇ 【高田製薬】 [-0]7

ブロクリン－Ｌカプセル５ｍｇ〔Ｃ〕(ピンドロール)

ブロクリン－Ｌカプセル５ｍｇ 【高田製薬】 [-0]1

プロサイリン錠２０〔Ａ〕(ベラプロストナトリウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-37.4]31

「テバ」 【テバ製薬】 [-37.4]28

プロルナー錠２０μｇ 【日医工】 [-37.4]20

「ファイザー」 【ファイザー】 [-37.4]15

「トーワ」 【東和薬品】 [-37.4]4

ベラストリン錠２０μｇ 【大正薬工】 [-37.4]4

ベルナール錠２０μｇ 【旭化成ファーマ】 [-37.4]3

ドルナリン錠２０μｇ 【テバ製薬】 [-37.4]2

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-37.4]2

「ＡＦＰ」 【シオノケミカル】 [-26.7]2

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-37.4]1

プロスタールＬ錠５０ｍｇ〔Ａ〕(クロルマジノン酢酸エステル)

クロキナンＬ錠５０ｍｇ 【三和化学】 [-165.7]1

「三和」 【三和化学】 [-165.7]1

プロスタール錠２５〔Ａ〕(クロルマジノン酢酸エステル)

「日医工」 【日医工】 [-87.7]8

クロルマジノン酢酸エステル２５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-87.7]7

「ＫＮ」 【小林化工】 [-87.7]6

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-87.7]6

エフミン錠２５ｍｇ 【富士製薬工業】 [-63.6]2

プレストロン錠２５ｍｇ 【ローマン】 [-87.7]2

ブロチゾラム錠０．１２５ｍｇ〔Ｃ〕(ブロチゾラム)

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-0]3

ブロチンシロップ３．３％〔Ｄ〕(オウヒエキス)

サリパラ液 【丸石製薬】 [-0.39]47

プロテカジン錠１０〔Ａ〕(ラフチジン)

「ファイザー」 【ファイザー】 [-14.6]26

「サワイ」 【沢井製薬】 [-14.6]13

「日医工」 【日医工】 [-14.6]12

「テバ」 【大正薬工】 [-14.6]10

「トーワ」 【東和薬品】 [-14.6]9

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-14.6]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-14.6]1

プロテカジン錠５〔Ａ〕(ラフチジン)

「ファイザー」 【ファイザー】 [-8.6]5

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8.6]4

「テバ」 【大正薬工】 [-11.6]1

「日医工」 【日医工】 [-8.6]1

プロトポルト錠２０ｍｇ〔Ｃ〕(プロトポルフィリン二ナトリウム)

プロトポルト錠２０ｍｇ 【寿】 [-0]2

プロルモン錠２０ｍｇ 【田辺三菱製薬】 [-]1

プロノン錠１００ｍｇ〔Ａ〕(プロパフェノン塩酸塩)

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-40.7]1

プロノン錠１５０ｍｇ〔Ａ〕(プロパフェノン塩酸塩)

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-54]1

プロパフェノン塩酸塩１５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-54]1

プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０ｍｇ〔Ｃ〕(プロプラノロール塩
酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]3

ブロプレス錠１２〔Ａ〕(カンデサルタンシレキセチル)

「あすか」 【あすか製薬】 [-105.3]28

「サンド」 【サンド】 [-122.6]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-122.6]2

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-122.6]1

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-122.6]1

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-122.6]1

ブロプレス錠２〔Ａ〕(カンデサルタンシレキセチル)

「あすか」 【あすか製薬】 [-15.9]37

「サワイ」 【沢井製薬】 [-19.5]3

「サンド」 【サンド】 [-19.5]2

「ニプロ」 【ニプロ】 [-19.5]1

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-19.5]1

「日医工」 【日医工】 [-19.5]1

「テバ」 【テバ製薬】 [-19.5]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-19.5]1

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-19.5]1

ブロプレス錠４〔Ａ〕(カンデサルタンシレキセチル)

「あすか」 【あすか製薬】 [-27.9]122

「サンド」 【サンド】 [-34.9]9

「サワイ」 【沢井製薬】 [-34.9]8

「日医工」 【日医工】 [-34.9]5

「ニプロ」 【ニプロ】 [-34.9]4

「テバ」 【テバ製薬】 [-34.9]4

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-34.9]4

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-34.9]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-34.9]2

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-34.9]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-34.9]1

「ＫＮ」 【小林化工】 [-34.9]1

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-34.9]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-34.9]1

ブロプレス錠８〔Ａ〕(カンデサルタンシレキセチル)
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「あすか」 【あすか製薬】 [-54.2]137

「サンド」 【サンド】 [-67.8]9

「日医工」 【日医工】 [-67.8]6

「テバ」 【テバ製薬】 [-67.8]6

「サワイ」 【沢井製薬】 [-67.8]5

「ニプロ」 【ニプロ】 [-67.8]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-67.8]4

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-67.8]3

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-67.8]2

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-67.8]2

「サノフィ」 【サノフィ・ゼンティバ】 [-67.8]1

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-67.8]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-67.8]1

「ＫＮ」 【小林化工】 [-67.8]1

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-67.8]1

「三和」 【三和化学】 [-67.8]1

プロベラ錠２．５ｍｇ〔Ｄ〕(メドロキシプロゲステロン酢酸エステル)

プロゲストン錠２．５ｍｇ 【富士製薬工業】 [-7.4]14

「ＰＰ」 【ポーラファルマ】 [-18.3]1

プロマックＤ錠７５〔Ａ〕(ポラプレジンク)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.9]48

プロマック顆粒１５％〔Ａ〕(ポラプレジンク)

「タイヨー」 【大興製薬】 [-18.8]5

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-18.8]3

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-18.8]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-18.8]1

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．２％〔Ｃ〕(ブロムヘキシン塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-0]1

フロモックス錠１００ｍｇ〔Ａ〕(セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-20.4]107

「ＣＨ」 【長生堂】 [-20.4]37

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-20.4]28

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-20.4]27

「日医工」 【日医工】 [-20.4]16

「トーワ」 【ＣＨＯ新薬】 [-20.4]12

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-20.4]3

フロモックス錠７５ｍｇ〔Ａ〕(セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物)

「ＣＨ」 【長生堂】 [-19.5]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-19.5]2

フロモックス小児用細粒１００ｍｇ〔Ａ〕(セフカペン　ピボキシル塩酸塩水
和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-67.2]20

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-67.2]2

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-67.2]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-67.2]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-67.2]1

プロルナー錠４０μｇ〔Ｃ〕(ベラプロストナトリウム)

プロルナー錠４０μｇ 【日医工】 [-0]2

「テバ」 【テバ製薬】 [-0]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]1

プロレナール錠５μｇ〔Ａ〕(リマプロスト　アルファデクス)

リマルモン錠５μｇ 【メディサ新薬】 [-40]102

「日医工」 【日医工】 [-40]65

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-40]57

「テバ」 【テバ製薬】 [-32.1]37

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-32.1]13

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-40]6

ベイスンＯＤ錠０．２〔Ａ〕(ボグリボース)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-21.6]47

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-21.6]19

「ＱＱ」 【救急薬品工業】 [-17.9]16

「ケミファ」 【シオノケミカル】 [-21.6]13

「日医工」 【日医工】 [-21.6]13

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-17.9]8

「トーワ」 【東和薬品】 [-17.9]6

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-21.6]5

「ＭＥＤ」 【メディサ新薬】 [-17.9]1

ベイスンＯＤ錠０．３〔Ａ〕(ボグリボース)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-28.4]49

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-28.4]33

「ＱＱ」 【救急薬品工業】 [-23.1]24

「日医工」 【日医工】 [-28.4]11

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-28.4]11

「ケミファ」 【シオノケミカル】 [-28.4]10

「トーワ」 【東和薬品】 [-23.1]7

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-28.4]5

ベイスン錠０．２〔Ａ〕(ボグリボース)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-21.6]24

「日医工」 【日医工】 [-21.6]19

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-21.6]15

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-21.6]5

「ファイザー」 【ファイザー】 [-21.6]5

「ケミファ」 【日本薬工】 [-17.9]4

「タカタ」 【高田製薬】 [-21.6]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-17.9]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-21.6]2

「ＯＭＥ」 【大原薬品工業】 [-21.6]2

ベイスン錠０．３〔Ａ〕(ボグリボース)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-28.4]34

「日医工」 【日医工】 [-28.4]9

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-28.4]7

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-28.4]6

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-28.4]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-23.1]3

「ファイザー」 【ファイザー】 [-28.4]3

「ＯＭＥ」 【大原薬品工業】 [-28.4]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-28.4]2

「ケミファ」 【日本薬工】 [-23.1]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-28.4]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-28.4]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-28.4]1

ペオン錠８０〔Ａ〕(ザルトプロフェン)

「日医工」 【日医工】 [-8.3]22

ソレング錠８０ 【キョーリンリメディオ】 [-8.3]9

「テバ」 【テバ製薬】 [-8.3]7

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-8.3]5

ザトフェロン錠８０ 【沢井製薬】 [-8.3]3

ペレトン錠８０ｍｇ 【東和薬品】 [-8.3]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8.3]1

「タツミ」 【辰巳化学】 [-9.6]1

ベガ錠２００ｍｇ〔Ａ〕(オザグレル塩酸塩水和物)

「ＫＮ」 【小林化工】 [-62.8]2

ベクタンカプセル１００ｍｇ〔Ｃ〕(トコフェロール酢酸エステル)

ベクタンカプセル１００ｍｇ 【マイラン製薬】 [-0]8

「セイコー」 【生晃栄養薬品】 [-0]1

ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ〔Ａ〕(ベザフィブラート)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.6]14

ベザフィブラート１００ｍｇ徐放錠 【一般名収載】 [-16.6]2

「日医工」 【日医工】 [-16.6]2

ベザレックスＳＲ錠１００ 【メディサ新薬】 [-14.4]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-16.6]1

「ＪＧ」 【長生堂】 [-16.6]1

ベスタリットＬ錠１００　１００ｍｇ 【テバ製薬】 [-16.6]1

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ〔Ａ〕(ベザフィブラート)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-30.5]98

「日医工」 【日医工】 [-30.5]35

ベザフィブラート２００ｍｇ徐放錠 【一般名収載】 [-30.5]31

ベスタリットＬ錠２００　２００ｍｇ 【テバ製薬】 [-30.5]19

「トーワ」 【東和薬品】 [-30.5]18

「ＪＧ」 【長生堂】 [-30.5]7

ベザレックスＳＲ錠２００ 【メディサ新薬】 [-24.5]3

ベザリップ錠１００ｍｇ〔Ａ〕(ベザフィブラート)
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「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.6]14

「日医工」 【日医工】 [-16.6]2

ベザフィブラート１００ｍｇ徐放錠 【一般名収載】 [-16.6]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-16.6]1

「ＪＧ」 【長生堂】 [-16.6]1

ベスタリットＬ錠１００　１００ｍｇ 【テバ製薬】 [-16.6]1

ベザレックスＳＲ錠１００ 【メディサ新薬】 [-14.4]1

ベザリップ錠２００ｍｇ〔Ａ〕(ベザフィブラート)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-30.5]98

「日医工」 【日医工】 [-30.5]35

ベザフィブラート２００ｍｇ徐放錠 【一般名収載】 [-30.5]31

ベスタリットＬ錠２００　２００ｍｇ 【テバ製薬】 [-30.5]19

「トーワ」 【東和薬品】 [-30.5]18

「ＪＧ」 【長生堂】 [-30.5]7

ベザレックスＳＲ錠２００ 【メディサ新薬】 [-24.5]3

ベタナミン錠１０ｍｇ〔Ｃ〕(ペモリン)

ベタナミン錠１０ｍｇ 【三和化学】 [-0]3

ベタナミン錠２５ｍｇ〔Ｃ〕(ペモリン)

ベタナミン錠２５ｍｇ 【三和化学】 [-0]2

ベタナミン錠５０ｍｇ〔Ｃ〕(ペモリン)

ベタナミン錠５０ｍｇ 【三和化学】 [-0]1

ベネット錠１７．５ｍｇ〔Ａ〕(リセドロン酸ナトリウム水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-363.9]46

「テバ」 【大正薬工】 [-301.8]9

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-363.9]6

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-301.8]5

「ファイザー」 【ファイザー】 [-301.8]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-301.8]5

「ケミファ」 【日本薬工】 [-301.8]3

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-363.9]1

「日医工」 【日医工】 [-301.8]1

ベネット錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(リセドロン酸ナトリウム水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-59.1]4

「ケミファ」 【日本薬工】 [-46.6]4

「ファイザー」 【ファイザー】 [-46.6]2

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-46.6]1

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-59.1]1

「ユートク」 【大興製薬】 [-46.6]1

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-46.6]1

ベネトリン錠２ｍｇ〔Ａ〕(サルブタモール硫酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-1.3]2

ヘパアクト配合顆粒〔Ｃ〕(イソロイシン・ロイシン・バリン)

ヘパアクト配合顆粒 【東亜薬品】 [-0]16

ペミラストン錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ペミロラストカリウム)

アルジキサール錠１０ 【テバ製薬】 [-47]2

モナソサール錠１０ｍｇ 【東和薬品】 [-47]1

ペミラストン錠５ｍｇ〔Ａ〕(ペミロラストカリウム)

アルジキサール錠５ 【テバ製薬】 [-29.9]3

ペミラストンドライシロップ０．５％〔Ａ〕(ペミロラストカリウム)

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-30]1

タツモールドライシロップ０．５％ 【辰巳化学】 [-45.3]1

ヘモクロンカプセル２００ｍｇ〔Ａ〕(トリベノシド)

ヘモタイトカプセル２００ｍｇ 【サンド】 [-10.2]3

ベラチン錠１ｍｇ〔Ａ〕(ツロブテロール塩酸塩)

セキナリン錠１ｍｇ 【東和薬品】 [-12.3]3

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-11.9]2

ベラチンドライシロップ小児用０．１％〔Ａ〕(ツロブテロール塩酸塩)

「タカタ」 【高田製薬】 [-22.9]12

セキナリンＤＳ小児用０．１％ 【東和薬品】 [-22.9]10

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-22.9]2

ツロブニストＤＳ０．１％ 【高田製薬】 [-22.9]1

ツロブテロール塩酸塩０．１％シロップ用 【一般名収載】 [-22.9]1

ペリアクチンシロップ０．０４％〔Ｄ〕(シプロヘプタジン塩酸塩水和物)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-0.79]11

ペルサンチン錠１００ｍｇ〔Ａ〕(ジピリダモール)

「トーワ」 【東和薬品】 [-17.5]9

アンギナール錠１００ｍｇ 【長生堂】 [-17.5]6

ジピリダモール１００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-17.5]1

ペルサンチン錠１２．５ｍｇ〔Ｄ〕(ジピリダモール)

アンギナール錠１２．５ｍｇ 【長生堂】 [-0.8]4

ペルサンチン錠２５ｍｇ〔Ｄ〕(ジピリダモール)

アンギナール錠２５ｍｇ 【長生堂】 [-2.7]22

「日医工」 【日医工】 [-3]7

「トーワ」 【東和薬品】 [-3]5

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-3]1

ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ〔Ａ〕(ニカルジピン塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-11.4]3

ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ〔Ａ〕(ニカルジピン塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-24.3]7

ニカルジピン塩酸塩４０ｍｇ徐放カプセル 【一般名収載】 [-24.3]1

ペルジピン錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ニカルジピン塩酸塩)

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-5.8]1

ニカルピン錠１０ 【沢井製薬】 [-5.8]1

ツルセピン錠１０ｍｇ 【鶴原製薬】 [-5.8]1

ペルジピン錠２０ｍｇ〔Ａ〕(ニカルジピン塩酸塩)

ニカルピン錠２０　２０ｍｇ 【沢井製薬】 [-13.7]14

「サワイ」 【沢井製薬】 [-13.7]4

「日医工」 【日医工】 [-13.7]4

ニスタジール錠２０　２０ｍｇ 【東和薬品】 [-13.7]1

ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ〔Ａ〕(ジルチアゼム塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-29.5]89

「日医工」 【日医工】 [-29.5]43

ルチアノンカプセルＲ１００ 【佐藤薬工】 [-20.7]1

ヘルベッサーＲカプセル２００ｍｇ〔Ａ〕(ジルチアゼム塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-67]1

ヘルベッサー錠３０〔Ａ〕(ジルチアゼム塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.1]11

「日医工」 【日医工】 [-7.1]11

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-7.1]5

「ＣＨ」 【長生堂】 [-7.1]3

ヘルベッサー錠６０〔Ａ〕(ジルチアゼム塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-14.7]2

ペルマックス錠２５０μｇ〔Ａ〕(ペルゴリドメシル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-107.8]1

ベンザリン錠１０〔Ｄ〕(ニトラゼパム)

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-11.5]3

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-11.5]1

ペンタサ錠２５０ｍｇ〔Ａ〕(メサラジン)

「ＡＫＰ」 【小林化工】 [-21.4]5

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-21.4]3

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-21.4]2

「サワイ」 【日本薬工】 [-21.4]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-21.4]1

「日医工」 【日医工】 [-21.4]1

ペンタサ錠５００ｍｇ〔Ａ〕(メサラジン)

「ＡＫＰ」 【小林化工】 [-39.1]7

「サワイ」 【日本薬工】 [-39.1]5

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-39.1]4

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-39.1]3

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-39.1]2
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「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-39.1]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-39.1]1

ホクナリン錠１ｍｇ〔Ａ〕(ツロブテロール塩酸塩)

セキナリン錠１ｍｇ 【東和薬品】 [-12.3]3

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-11.9]2

ホクナリンドライシロップ０．１％小児用〔Ａ〕(ツロブテロール塩酸塩)

「タカタ」 【高田製薬】 [-22.9]12

セキナリンＤＳ小児用０．１％ 【東和薬品】 [-22.9]10

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-22.9]2

ツロブニストＤＳ０．１％ 【高田製薬】 [-22.9]1

ツロブテロール塩酸塩０．１％シロップ用 【一般名収載】 [-22.9]1

ホスマイカプセル２５０ｍｇ〔Ｃ〕(ホスホマイシンカルシウム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-0]1

ホスマイカプセル５００ｍｇ〔Ｃ〕(ホスホマイシンカルシウム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-0]7

ホスマイカプセル５００ｍｇ 【東和薬品】 [-0]1

ホスミシンドライシロップ４００〔Ａ〕(ホスホマイシンカルシウム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-61.6]6

ホスホマイシンカルシウム４００ｍｇシロップ用 【一般名収載】 [-61.6]4

ホスホミンドライシロップ４００ 【ダイト】 [-55.7]3

ボナロン錠３５ｍｇ〔Ａ〕(アレンドロン酸ナトリウム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-331.8]43

「テバ」 【テバ製薬】 [-284.1]24

「サワイ」 【沢井製薬】 [-331.8]19

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-284.1]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-284.1]9

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-284.1]8

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-331.8]5

「アメル」 【共和薬工】 [-284.1]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-331.8]2

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-284.1]1

ボナロン錠５ｍｇ〔Ａ〕(アレンドロン酸ナトリウム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-55]4

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-55]3

「テバ」 【テバ製薬】 [-42.2]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-55]2

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-42.2]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-42.2]1

ホモクロミン錠１０ｍｇ〔Ｄ〕(ホモクロルシクリジン塩酸塩)

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-1.1]1

ヒスタリジン錠１０ｍｇ 【東和薬品】 [-1.1]1

ポラキス錠１〔Ａ〕(オキシブチニン塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-14.8]1

「日医工」 【日医工】 [-14.8]1

ポラキス錠２〔Ａ〕(オキシブチニン塩酸塩)

オキシブチニン塩酸塩２ｍｇ錠 【一般名収載】 [-27]6

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-27]6

オリベート錠２　２ｍｇ 【沢井製薬】 [-27]5

「日医工」 【日医工】 [-27]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-27]2

「テバ」 【大正薬工】 [-27]1

ポラキス錠３〔Ａ〕(オキシブチニン塩酸塩)

オキシブチニン塩酸塩３ｍｇ錠 【一般名収載】 [-37.4]1

オリベート錠３　３ｍｇ 【沢井製薬】 [-37.4]1

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-37.4]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-37.4]1

ポララミンシロップ０．０４％〔Ｄ〕(ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0.79]1

ポリシロ錠４０ｍｇ〔Ｃ〕(ジメチコン)

「陽進」 【陽進堂】 [-0]30

ガステール錠４０ｍｇ 【扶桑薬品】 [-0]10

ポリシロ錠４０ｍｇ 【堀井薬品工業】 [-0]1

ホリゾン錠２ｍｇ〔Ｄ〕(ジアゼパム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0.3]41

「トーワ」 【東和薬品】 [-0.3]13

「アメル」 【共和薬工】 [-0.3]7

セレナミン錠２ｍｇ 【旭化成ファーマ】 [-0.3]2

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-0.3]1

ジアパックス錠２ｍｇ 【大鵬薬品】 [-0.3]1

ホリゾン錠５ｍｇ〔Ｄ〕(ジアゼパム)

「トーワ」 【東和薬品】 [-3.6]15

「アメル」 【共和薬工】 [-3.6]6

ポリフル細粒８３．３％〔Ａ〕(ポリカルボフィルカルシウム)

「日医工」 【日医工】 [-11.3]12

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ〔Ａ〕(ジクロフェナクナトリウム)

「トーワ」 【東和薬品】 [-15.6]56

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-15.6]21

サビスミンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 【全星薬品工業】 [-15.6]4

ソレルモンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 【東和薬品】 [-]1

ボルタレン錠２５ｍｇ〔Ａ〕(ジクロフェナクナトリウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.5]50

アデフロニック錠２５ｍｇ 【テバ製薬】 [-7.5]42

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.5]22

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-7.5]12

ジクロフェナクナトリウム２５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-7.5]10

ダイスパス錠２５ｍｇ 【ダイト】 [-7.5]1

ボラボミン錠２５ｍｇ 【鶴原製薬】 [-7.5]1

ボルトミー配合錠〔Ｃ〕(ビオヂアスターゼ２０００配合剤)

ボルトミー配合錠 【全星薬品工業】 [-0]1

ポンタールカプセル２５０ｍｇ〔Ｄ〕(メフェナム酸)

マイカサールカプセル２５０ｍｇ 【東和薬品】 [-3.9]8

ノイリトールカプセル２５０ｍｇ 【イセイ】 [-3.9]3

マーズレンＳ配合顆粒〔Ｄ〕(アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－
グルタミン)

グロリアミン配合顆粒 【サンド】 [-9]33

グリマック配合顆粒 【メディサ新薬】 [-9]25

ポドニンＳ配合顆粒 【テバ製薬】 [-9]10

アズクレニンＳ配合顆粒 【長生堂】 [-9]6

ルフレン配合顆粒 【日医工ファーマ】 [-9]5

マイスリー錠１０ｍｇ〔Ａ〕(ゾルピデム酒石酸塩)

「テバ」 【大正薬工】 [-36.5]24

「ファイザー」 【ファイザー】 [-36.5]23

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-36.5]18

「サワイ」 【沢井製薬】 [-36.5]18

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-36.5]14

「トーワ」 【東和薬品】 [-36.5]12

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-36.5]11

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-36.5]11

「日医工」 【日医工】 [-36.5]7

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-36.5]6

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-36.5]6

「日新」 【日新（山形）】 [-36.5]5

「ＫＯＧ」 【東洋カプセル】 [-36.5]5

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-36.5]4

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-36.5]3

「ＤＳＰ」 【大日本住友製薬】 [-36.5]3

「ＡＦＰ」 【アルフレッサ　ファーマ】 [-36.5]2

「サンド」 【サンド】 [-36.5]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-36.5]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-28]1

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-36.5]1

「アメル」 【共和薬工】 [-36.5]1

マイスリー錠５ｍｇ〔Ａ〕(ゾルピデム酒石酸塩)

「テバ」 【大正薬工】 [-23.5]25

「ファイザー」 【ファイザー】 [-23.5]25

「サワイ」 【沢井製薬】 [-23.5]20

「ＡＡ」 【あすかアクタビス製薬】 [-23.5]16

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-23.5]14
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「日医工」 【日医工】 [-23.5]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-23.5]9

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-23.5]9

「日新」 【日新（山形）】 [-23.5]7

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-18.8]6

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-23.5]6

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-23.5]5

「ＤＳＰ」 【大日本住友製薬】 [-23.5]5

「ＫＯＧ」 【東洋カプセル】 [-23.5]5

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-23.5]5

「ＡＦＰ」 【アルフレッサ　ファーマ】 [-23.5]5

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-23.5]4

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-23.5]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-18.8]2

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-23.5]2

「アメル」 【共和薬工】 [-23.5]1

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-23.5]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-18.8]1

マグミット細粒８３％〔Ｃ〕(酸化マグネシウム)

マグラックス細粒８３％ 【吉田製薬】 [-0]37

「ケンエー」 【健栄製薬】 [-0]12

マグミット錠２００ｍｇ〔Ｃ〕(酸化マグネシウム)

マグラックス錠２００ｍｇ 【吉田製薬】 [-0]6

マグミット錠２００ｍｇ 【協和化学工業】 [-0]1

マグミット錠２５０ｍｇ〔Ｃ〕(酸化マグネシウム)

マグミット錠２５０ｍｇ 【協和化学工業】 [-0]150

マグラックス錠２５０ｍｇ 【吉田製薬】 [-0]77

「ケンエー」 【健栄製薬】 [-0]20

「モチダ」 【持田製薬】 [-0]4

マグミット錠３３０ｍｇ〔Ｃ〕(酸化マグネシウム)

マグミット錠３３０ｍｇ 【協和化学工業】 [-0]243

マグラックス錠３３０ｍｇ 【吉田製薬】 [-0]118

「ケンエー」 【健栄製薬】 [-0]50

「モチダ」 【持田製薬】 [-0]22

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-0]1

マグミット錠５００ｍｇ〔Ｃ〕(酸化マグネシウム)

マグミット錠５００ｍｇ 【協和化学工業】 [-0]115

マグラックス錠５００ｍｇ 【吉田製薬】 [-0]29

「ケンエー」 【健栄製薬】 [-0]20

マックターゼ配合錠〔Ｃ〕(ビオヂアスターゼ２０００配合剤)

マックターゼ配合錠 【沢井製薬】 [-0]16

マルファ懸濁用配合顆粒〔Ｃ〕(水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネ
シウム)

マーロックス懸濁用配合顆粒 【サノフィ】 [-0]33

マックメット懸濁用配合ＤＳ 【沢井製薬】 [-11.8]15

ミオナール錠５０ｍｇ〔Ａ〕(エペリゾン塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-13]40

エペナルド錠５０ｍｇ 【テバ製薬】 [-13]39

「トーワ」 【東和薬品】 [-13]24

エペリゾン塩酸塩５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-13]20

アチネス錠５０ 【あすか製薬】 [-9.4]19

サンバゾン錠５０ｍｇ 【旭化成ファーマ】 [-13]6

ミオリラーク錠５０ｍｇ 【共和薬工】 [-13]6

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-13]4

ミオナベース錠５０ｍｇ 【寿】 [-13]2

「日新」 【日新（山形）】 [-13]1

ホマライト錠５０ｍｇ 【日新（山形）】 [-13]1

エンボイ錠５０ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-13]1

「ＫＮ」 【小林化工】 [-13]1

ミノマイシンカプセル１００ｍｇ〔Ａ〕(ミノサイクリン塩酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-22.1]15

ミノマイシン顆粒２％〔Ａ〕(ミノサイクリン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.8]5

ミノマイシン錠１００ｍｇ〔Ａ〕(ミノサイクリン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.1]19

「トーワ」 【東和薬品】 [-22.1]3

ミノマイシン錠５０ｍｇ〔Ａ〕(ミノサイクリン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.6]32

「日医工」 【日医工】 [-7.6]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.6]5

ミラドール細粒１０％〔Ａ〕(スルピリド)

「アメル」 【共和薬工】 [-18.1]3

ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ〔Ａ〕(アンブロキソール塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-36.2]65

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-29.1]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-36.2]7

ムコソレートＬカプセル４５ 【大正薬工】 [-36.2]6

ポノフェンＳＲカプセル４５ 【あすか製薬】 [-29.1]6

「日医工」 【日医工】 [-29.1]2

ムコスタ顆粒２０％〔Ａ〕(レバミピド)

「日医工」 【日医工】 [-9.4]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-9.4]1

ムコスタ錠１００ｍｇ〔Ａ〕(レバミピド)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-6.5]81

「ＥＭＥＣ」 【大原薬品工業】 [-6.5]65

「ファイザー」 【ファイザー】 [-6.5]32

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-6.5]23

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-6.5]19

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-6.5]18

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-6.8]18

「トーワ」 【東和薬品】 [-6.5]16

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-6.5]15

「あすか」 【あすか製薬】 [-6.5]14

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-6.5]11

「日医工」 【日医工】 [-6.5]11

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-6.5]9

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-6.5]7

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-6.5]5

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-6.5]3

「ＭＥＤ」 【メディサ新薬】 [-6.5]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-6.5]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-6.5]1

ムコソルバンＤＳ３％〔Ａ〕(アンブロキソール塩酸塩)

プルスマリンＡ３％ＤＳ 【高田製薬】 [-51]3

ムコソルバンＬカプセル４５ｍｇ〔Ａ〕(アンブロキソール塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-36.2]65

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-29.1]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-36.2]7

ムコソレートＬカプセル４５ 【大正薬工】 [-36.2]6

ポノフェンＳＲカプセル４５ 【あすか製薬】 [-29.1]6

「日医工」 【日医工】 [-29.1]2

ムコソルバン錠１５ｍｇ〔Ａ〕(アンブロキソール塩酸塩)

ムコサール錠１５ｍｇ 【日本ベーリンガー】 [-6.8]53

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-13.7]52

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-13.7]32

アンブロキソール塩酸塩１５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-13.7]24

「トーワ」 【東和薬品】 [-13.7]17

「日医工」 【日医工】 [-13.7]12

ダイオリール錠１５ｍｇ 【ナガセ】 [-13.7]5

「ＪＧ」 【長生堂】 [-13.7]4

ポノフェン錠１５ｍｇ 【あすか製薬】 [-13.7]3

ムコソレート錠１５ｍｇ 【大正薬工】 [-13.7]3

プルスマリンＡ錠１５ｍｇ 【ローマン】 [-13.7]3

「日新」 【日新（山形）】 [-13.7]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-13.7]2

ムコブリン錠１５ｍｇ 【龍角散】 [-13.7]2

「ＫＮ」 【小林化工】 [-13.7]1

フズレバン錠１５ｍｇ 【辰巳化学】 [-13.7]1

アントブロン錠１５ｍｇ 【東和薬品】 [-13.7]1

ムコソルバン内用液０．７５％〔Ａ〕(アンブロキソール塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-19.9]1
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ムコダインＤＳ５０％〔Ａ〕(カルボシステイン)

「タカタ」 【高田製薬】 [-20.8]85

「テバ」 【テバ製薬】 [-20.8]50

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-20.8]1

ムコダイン錠２５０ｍｇ〔Ａ〕(カルボシステイン)

「テバ」 【テバ製薬】 [-3.3]134

「サワイ」 【沢井製薬】 [-3.3]101

「トーワ」 【東和薬品】 [-3.3]27

シスダイン錠２５０ｍｇ 【大正薬工】 [-3.3]12

Ｃ－チステン錠２５０ｍｇ 【鶴原製薬】 [-3.3]10

ムコトロン錠２５０ｍｇ 【テバ製薬】 [-3.3]4

「ＫＮ」 【小林化工】 [-3.3]1

ムコチオ錠２５０ｍｇ 【小林化工】 [-3.3]1

ムコダイン錠５００ｍｇ〔Ａ〕(カルボシステイン)

「テバ」 【テバ製薬】 [-8.6]133

「サワイ」 【沢井製薬】 [-8.6]67

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.5]39

シスダイン錠５００ｍｇ 【大正薬工】 [-8.6]9

Ｃ－チステン錠５００ｍｇ 【鶴原製薬】 [-8.6]4

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-8.6]3

ムコダインシロップ５％〔Ａ〕(カルボシステイン)

「テバ」 【テバ製薬】 [-3.4]37

「タカタ」 【高田製薬】 [-3.4]18

Ｃ－チステンシロップ５％ 【鶴原製薬】 [-3.4]5

「トーワ」 【東和薬品】 [-3.4]4

ムコトロンシロップ５％ 【テバ製薬】 [-3.4]2

ムコチオシロップ１０％〔Ｃ〕(カルボシステイン)

ムコチオシロップ１０％ 【小林化工】 [-0]1

ムノバール２．５ｍｇ錠〔Ａ〕(フェロジピン)

カトラジール錠２．５ｍｇ 【テバ製薬】 [-10.3]1

ムノバール５ｍｇ錠〔Ａ〕(フェロジピン)

カトラジール錠５ｍｇ 【テバ製薬】 [-15.7]5

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ〔Ａ〕(セフジトレン　ピボキシル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.7]81

「トーワ」 【東和薬品】 [-16.7]14

「日医工」 【日医工】 [-16.7]12

「ＣＨ」 【長生堂】 [-16.7]6

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％〔Ａ〕(セフジトレン　ピボキシル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-86.9]17

「ＥＭＥＣ」 【メディサ新薬】 [-86.9]8

「日医工」 【日医工】 [-86.9]7

「トーワ」 【東和薬品】 [-86.9]3

「ＣＨ」 【長生堂】 [-121.5]3

メイラックス錠１ｍｇ〔Ａ〕(ロフラゼプ酸エチル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-13.6]39

ロンラックス錠１ｍｇ 【シオノケミカル】 [-13.6]19

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-13.6]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-13.6]5

ジメトックス錠１ 【日医工】 [-13.6]1

メイラックス錠２ｍｇ〔Ａ〕(ロフラゼプ酸エチル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-24.4]8

ロンラックス錠２ｍｇ 【シオノケミカル】 [-28.8]1

メインテート錠０．６２５ｍｇ〔Ａ〕(ビソプロロールフマル酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-12.2]12

「テバ」 【テバ製薬】 [-12.2]5

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.2]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-12.2]2

メインテート錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(ビソプロロールフマル酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-51.7]82

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-51.7]34

ビソプロロールフマル酸塩２．５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-51.7]23

「サワイ」 【沢井製薬】 [-51.7]18

「トーワ」 【東和薬品】 [-44.3]14

ウェルビー錠２．５ｍｇ 【サンド】 [-51.7]6

メインハーツ錠２．５　２．５ｍｇ 【日医工】 [-51.7]1

メインテート錠５ｍｇ〔Ａ〕(ビソプロロールフマル酸塩)

「日医工」 【日医工】 [-97.4]58

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-97.4]25

ビソプロロールフマル酸塩５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-97.4]24

「サワイ」 【沢井製薬】 [-97.4]10

「トーワ」 【東和薬品】 [-71.5]9

ウェルビー錠５ｍｇ 【サンド】 [-97.4]7

メインハーツ錠５　５ｍｇ 【日医工】 [-97.4]1

メキシチールカプセル１００ｍｇ〔Ａ〕(メキシレチン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-39.5]14

「日医工」 【日医工】 [-39.5]10

「ＪＧ」 【長生堂】 [-39.5]7

「トーワ」 【東和薬品】 [-39.5]5

メキシレチン塩酸塩１００ｍｇカプセル 【一般名収載】 [-39.5]2

メキシチールカプセル５０ｍｇ〔Ａ〕(メキシレチン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-24.2]11

「ＪＧ」 【長生堂】 [-24.2]2

「日医工」 【日医工】 [-24.2]2

メキシレチン塩酸塩５０ｍｇカプセル 【一般名収載】 [-24.2]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-24.2]1

メキシレート錠１００〔Ｃ〕(メキシレチン塩酸塩)

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-18.5]2

メキシレート錠５０〔Ｃ〕(メキシレチン塩酸塩)

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-9.6]1

メキシレート錠５０ 【共和クリティケア】 [-0]1

メキタジンＤＳ０．６％〔Ｃ〕(メキタジン)

「ＫＮ」 【小林化工】 [-0]5

メジコン散１０％〔Ｄ〕(デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物)

「日医工」 【日医工】 [-15.8]8

シーサール散１０％ 【東和薬品】 [-15.8]3

メジコン配合シロップ〔Ｄ〕(デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・
クレゾールスルホン酸カリウム)

メゼック配合シロップ 【テバ製薬】 [-0.9]3

メチコバール細粒０．１％〔Ｃ〕(メコバラミン)

メチコバール細粒０．１％ 【エーザイ】 [-0]7

メチコバール錠２５０μｇ〔Ｃ〕(メコバラミン)

メチコバール錠２５０μｇ 【エーザイ】 [-0]43

レチコラン錠２５０μｇ 【東菱薬品工業】 [-7.2]3

メチコバール錠５００μｇ〔Ｃ〕(メコバラミン)

メチコバール錠５００μｇ 【エーザイ】 [-0]295

メチクール錠５００μｇ　０．５ｍｇ 【沢井製薬】 [-13]104

「トーワ」 【東和薬品】 [-13]38

メコバラミン０．５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-13]25

レチコラン錠５００μｇ　０．５ｍｇ 【東菱薬品工業】 [-13]22

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-13]18

メコバラミン錠５００（ツルハラ）　０．５ｍｇ 【鶴原製薬】 [-13]4

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-13]3

メチコバイド錠５００μｇ　０．５ｍｇ 【ダイト】 [-13]3

メコバマイド錠５００μｇ　０．５ｍｇ 【ニプロジェネファ】 [-13]1

メトリジン錠２ｍｇ〔Ａ〕(ミドドリン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-27.4]9

ナチルジン錠２ｍｇ 【テバ製薬】 [-33]4

アバルナート錠２　２ｍｇ 【東和薬品】 [-33]1

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-27.4]1

メトレート錠２ｍｇ〔Ｃ〕(メトトレキサート)

メトレート錠２ｍｇ 【参天製薬】 [-0]63

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-0]31

メニレット７０％ゼリー３０ｇ〔Ｃ〕(イソソルビド)
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メニレット７０％ゼリー３０ｇ 【三和化学】 [-0]21

メネシット配合錠１００〔Ａ〕(レボドパ・カルビドパ水和物)

ドパコール配合錠Ｌ１００ 【ダイト】 [-21.3]26

パーキストン配合錠Ｌ１００ 【小林化工】 [-21.3]5

カルコーパ配合錠Ｌ１００ 【共和薬工】 [-21.3]4

レプリントン配合錠Ｌ１００ 【辰巳化学】 [-23.9]2

メバロチン錠１０〔Ａ〕(プラバスタチンナトリウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-57]95

アルセチン錠１０ 【テバ製薬】 [-57]50

メバリッチ錠１０ 【日新（山形）】 [-57]46

「日医工」 【日医工】 [-57]34

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-71.8]24

「ケミファ」 【日本薬工】 [-45.1]24

「ＫＨ」 【マイラン製薬】 [-57]14

プラバスタチンナトリウム１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-71.8]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-45.1]7

「ＫＮ」 【小林化工】 [-57]4

「アメル」 【共和薬工】 [-57]4

メバトルテ錠１０　１０ｍｇ 【大正薬工】 [-71.8]4

「陽進」 【陽進堂】 [-57]2

「ＥＥ」 【サンノーバ】 [-57]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-57]2

「フソー」 【扶桑薬品】 [-57]2

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-57]2

「チョーセイ」 【長生堂】 [-57]1

リダックＭ錠１０　１０ｍｇ 【サンノーバ】 [-57]1

メバロチン錠５〔Ａ〕(プラバスタチンナトリウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-29.9]47

メバリッチ錠５ 【日新（山形）】 [-29.9]34

アルセチン錠５ 【テバ製薬】 [-29.9]31

「日医工」 【日医工】 [-29.9]19

「ケミファ」 【日本薬工】 [-23.3]13

プラバスタチンナトリウム５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-36.8]7

「トーワ」 【東和薬品】 [-29.9]6

メバトルテ錠５ 【大正薬工】 [-29.9]6

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-36.8]5

「ＫＮ」 【小林化工】 [-29.9]4

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-36.8]4

「アメル」 【共和薬工】 [-29.9]3

「チョーセイ」 【長生堂】 [-29.9]3

「フソー」 【扶桑薬品】 [-29.9]2

「ＫＨ」 【マイラン製薬】 [-29.9]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-36.8]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-29.9]1

リダックＭ錠５　５ｍｇ 【サンノーバ】 [-29.9]1

「ＥＥ」 【サンノーバ】 [-29.9]1

「陽進」 【陽進堂】 [-29.9]1

メプチン錠５０μｇ〔Ａ〕(プロカテロール塩酸塩水和物)

「テバ」 【大正薬工】 [-23.4]3

「日医工」 【日医工】 [-23.4]3

メチレフト錠５０　０．０５ｍｇ 【沢井製薬】 [-23.4]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-23.4]1

エプカロール錠５０μｇ　０．０５ｍｇ 【東和薬品】 [-23.4]1

メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ〔Ａ〕(プロカテロール塩酸塩水和物)

「日医工」 【日医工】 [-4.1]4

「テバ」 【大正薬工】 [-4.1]4

エプカロールシロップ５μｇ／ｍＬ 【東和薬品】 [-4.1]4

レンブリスシロップ５μｇ／ｍＬ 【日新（山形）】 [-4.1]2

「日新」 【日新（山形）】 [-4.1]1

メプチンミニ錠２５μｇ〔Ａ〕(プロカテロール塩酸塩水和物)

メチレフト錠２５　０．０２５ｍｇ 【沢井製薬】 [-12.4]6

「日医工」 【日医工】 [-12.4]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.4]2

プロカテロール塩酸塩０．０２５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-12.4]2

エプカロール錠２５μｇ　０．０２５ｍｇ 【東和薬品】 [-12.4]1

「テバ」 【大正薬工】 [-12.4]1

メリスロン錠１２ｍｇ〔Ａ〕(ベタヒスチンメシル酸塩)

「テバ」 【大正薬工】 [-6.1]15

「トーワ」 【東和薬品】 [-6.1]3

「ＣＥＯ」 【セオリアファーマ】 [-6.1]1

「日医工」 【日医工】 [-6.1]1

デアノサート錠１２ｍｇ 【イセイ】 [-6.1]1

メリスロン錠６ｍｇ〔Ａ〕(ベタヒスチンメシル酸塩)

「テバ」 【大正薬工】 [-2.5]85

「日医工」 【日医工】 [-2.5]52

「トーワ」 【東和薬品】 [-2.5]46

「ＴＳＵ」 【鶴原製薬】 [-2.5]4

「ＣＥＯ」 【セオリアファーマ】 [-2.5]3

デアノサート錠６ｍｇ 【イセイ】 [-2.5]1

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-2.5]1

モーバー錠１００ｍｇ〔Ａ〕(アクタリット)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-38.3]7

「ＴＯＡ」 【東亜薬品】 [-38.3]1

モービック錠１０ｍｇ〔Ａ〕(メロキシカム)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-22.2]20

「科研」 【シオノケミカル】 [-22.2]16

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.2]11

「日医工」 【日医工】 [-22.2]9

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-22.2]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-22.2]4

「ＮＰＩ」 【日本薬工】 [-22.2]4

「ＥＭＥＣ」 【ダイト】 [-22.2]3

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-22.2]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-30.1]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-30.1]2

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-22.2]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-30.1]2

「日本臓器」 【日本臓器】 [-22.2]1

モービック錠５ｍｇ〔Ａ〕(メロキシカム)

「日医工」 【日医工】 [-15.1]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-15.1]1

「ＮＰＩ」 【日本薬工】 [-15.1]1

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-15.1]1

「サワイ」 【沢井製薬】 [-15.1]1

モニラック・シロップ６５％〔Ａ〕(ラクツロース)

ピアーレシロップ６５％ 【日本化薬】 [-1.6]21

リフォロースシロップ６５％ 【大正薬工】 [-1.6]11

モルペス細粒２％〔Ｃ〕(モルヒネ硫酸塩水和物)

モルペス細粒２％ 【藤本製薬】 [-0]1

ユーロジン１ｍｇ錠〔Ａ〕(エスタゾラム)

「アメル」 【共和薬工】 [-2.4]10

ユーロジン２ｍｇ錠〔Ａ〕(エスタゾラム)

「アメル」 【共和薬工】 [-3.3]18

ユニフィルＬＡ錠１００ｍｇ〔Ａ〕(テオフィリン)

「トーワ」 【東和薬品】 [-8]2

ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ〔Ａ〕(テオフィリン)

「トーワ」 【東和薬品】 [-16.1]33

「トーワ」 【東和薬品】 [-16.1]1

ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ〔Ａ〕(テオフィリン)

「トーワ」 【東和薬品】 [-28]5

ユビデカレノンカプセル１０ｍｇ〔Ｃ〕(ユビデカレノン)

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-0]1

ユベラＮカプセル１００ｍｇ〔Ｄ〕(トコフェロールニコチン酸エステル)

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-0.4]46

バナールＮカプセル１００ｍｇ 【東和薬品】 [-0.4]27

ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ〔Ｄ〕(トコフェロールニコチン酸エステル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-5.1]67

ＮＥソフトカプセル２００ｍｇ 【東洋カプセル】 [-5.1]44

ニコ２００ソフトカプセル 【堀井薬品工業】 [-5.1]15
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「日医工」 【日医工】 [-5.1]5

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-5.1]4

ユリノーム錠２５ｍｇ〔Ａ〕(ベンズブロマロン)

ナーカリシン錠２５ｍｇ 【ナガセ】 [-5.9]25

「テバ」 【テバ製薬】 [-9.3]13

「日医工」 【日医工】 [-9.3]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-9.3]10

ベンズマロン錠２５ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-9.3]3

「アメル」 【共和薬工】 [-9.3]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-9.3]1

ユリノーム錠５０ｍｇ〔Ａ〕(ベンズブロマロン)

「テバ」 【テバ製薬】 [-20.7]48

ナーカリシン錠５０ｍｇ 【ナガセ】 [-13.4]26

ベンズマロン錠５０ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-20.7]25

ベンズブロマロン５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-20.7]20

「日医工」 【日医工】 [-20.7]14

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-20.7]8

「トーワ」 【東和薬品】 [-20.7]4

「アメル」 【共和薬工】 [-20.7]2

ガウトマロン錠５０ｍｇ 【共和薬工】 [-20.7]1

ヨーデルＳ糖衣錠－８０〔Ｃ〕(センナエキス)

ヨーデルＳ糖衣錠－８０ 【藤本製薬】 [-0]76

ライトゲン配合シロップ〔Ｄ〕(鎮咳配合剤)

フスコブロン配合シロップ 【テバ製薬】 [-0.5]19

プラコデ配合シロップ 【小林化工】 [-0.5]9

ムコブロチン配合シロップ 【東和薬品】 [-0.5]2

ラキソベロン錠２．５ｍｇ〔Ａ〕(ピコスルファートナトリウム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-3.6]22

「サワイ」 【沢井製薬】 [-3.6]18

ヨーピス錠２．５ｍｇ 【イセイ】 [-3.6]17

チャルドール錠２．５ｍｇ 【テバ製薬】 [-3.4]13

シンラック錠２．５ 【岩城製薬】 [-3.4]4

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-3.6]1

ラキソベロン内用液０．７５％〔Ａ〕(ピコスルファートナトリウム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-15.5]41

チャルドール内用液０．７５％ 【テバ製薬】 [-15.5]29

「ＣＨＯＳ」 【ＣＨＯ新薬】 [-15.5]26

「ＪＧ」 【長生堂】 [-15.5]20

ラキソデート内用液０．７５％ 【小林化工】 [-15.5]17

「ＰＰ」 【ポーラファルマ】 [-15.5]11

ヨーピス内用液０．７５％ 【イセイ】 [-15.5]9

「トーワ」 【東和薬品】 [-15.5]8

シンラック内用液０．７５％ 【岩城製薬】 [-15.5]5

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-15.5]3

ラクスパン散１．８％〔Ｃ〕(耐性乳酸菌)

ラクスパン散１．８％ 【キッセイ】 [-0]2

ラシックス細粒４％〔Ｄ〕(フロセミド)

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-9.7]12

ラシックス錠１０ｍｇ〔Ｄ〕(フロセミド)

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-3.1]66

ラシックス錠２０ｍｇ〔Ｄ〕(フロセミド)

「テバ」 【テバ製薬】 [-3.6]171

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-3.6]67

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-3.6]6

ラシックス錠４０ｍｇ〔Ｄ〕(フロセミド)

「テバ」 【テバ製薬】 [-8.4]86

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-8.4]34

「トーワ」 【東和薬品】 [-8.4]13

「イセイ」 【イセイ】 [-8.4]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-8.4]1

ラックビーＲ散〔Ｃ〕(耐性乳酸菌)

ラックビーＲ散 【興和】 [-0]13

コレポリーＲ散１０％ 【東和薬品】 [-0]1

ラニラピッド錠０．１ｍｇ〔Ａ〕(メチルジゴキシン)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-3.7]26

ラミシール錠１２５ｍｇ〔Ａ〕(テルビナフィン塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-116.7]21

「サワイ」 【沢井製薬】 [-116.7]14

ネドリール錠１２５ｍｇ 【高田製薬】 [-73.1]12

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-116.7]9

「ケミファ」 【日本薬工】 [-116.7]5

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-116.7]5

「ＣＨ」 【長生堂】 [-116.7]4

「タナベ」 【田辺三菱製薬】 [-116.7]3

「日医工」 【日医工】 [-73.1]3

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-73.1]2

テルビー錠１２５ｍｇ 【ダイト】 [-116.7]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-116.7]1

ビラス錠１２５ｍｇ 【東和薬品】 [-73.1]1

ラリキシン錠２５０ｍｇ〔Ｃ〕(セファレキシン)

ラリキシン錠２５０ｍｇ 【富山化学】 [-0]4

リーゼ錠１０ｍｇ〔Ａ〕(クロチアゼパム)

「日医工」 【日医工】 [-3.2]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-3.2]1

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-3.2]1

リーゼ錠５ｍｇ〔Ａ〕(クロチアゼパム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-1.1]47

「日医工」 【日医工】 [-1.1]15

「トーワ」 【東和薬品】 [-1.1]14

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-1.1]8

リーマス錠１００〔Ａ〕(炭酸リチウム)

「ヨシトミ」 【全星薬品工業】 [-6.7]4

「アメル」 【共和薬工】 [-6.7]4

リーマス錠２００〔Ａ〕(炭酸リチウム)

「ヨシトミ」 【全星薬品工業】 [-11.8]6

「アメル」 【共和薬工】 [-11.8]5

リチオマール錠２００ｍｇ 【藤永製薬】 [-5.1]1

リウマトレックスカプセル２ｍｇ〔Ａ〕(メトトレキサート)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-150.5]35

「サンド」 【サンド】 [-100.8]8

トレキサメットカプセル２ｍｇ 【シオノケミカル】 [-150.5]2

リザベンカプセル１００ｍｇ〔Ａ〕(トラニラスト)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-43.5]12

「ＣＨ」 【長生堂】 [-43.5]6

トラニラスト１００ｍｇカプセル 【一般名収載】 [-43.5]5

ブレクルスカプセル１００ｍｇ 【東和薬品】 [-43.5]2

リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ〔Ａ〕(リスペリドン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-5.8]9

「ヨシトミ」 【全星薬品工業】 [-5.8]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-7.4]1

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ〔Ａ〕(リスペリドン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.3]13

「トーワ」 【東和薬品】 [-12.3]5

「アメル」 【共和薬工】 [-20.2]1

「ヨシトミ」 【全星薬品工業】 [-12.3]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-20.2]1

リスパダールＯＤ錠２ｍｇ〔Ａ〕(リスペリドン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-21.9]1

リスパダール細粒１％〔Ａ〕(リスペリドン)

「ファイザー」 【ファイザー】 [-177.7]1

「ＣＨ」 【長生堂】 [-177.7]1

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-104.7]1

リスパダール錠１ｍｇ〔Ａ〕(リスペリドン)

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-20.2]22
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「ヨシトミ」 【全星薬品工業】 [-12.3]11

「サワイ」 【沢井製薬】 [-12.3]9

「アメル」 【共和薬工】 [-20.2]5

「ファイザー」 【ファイザー】 [-22]4

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-20.2]3

「日医工」 【日医工】 [-12.3]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-12.3]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-20.2]1

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-20.2]1

リスパダール錠２ｍｇ〔Ａ〕(リスペリドン)

「ヨシトミ」 【全星薬品工業】 [-21.9]5

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-21.9]5

「アメル」 【共和薬工】 [-36.9]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-21.9]2

「日医工」 【日医工】 [-36.9]1

リスパダール錠３ｍｇ〔Ａ〕(リスペリドン)

「ヨシトミ」 【全星薬品工業】 [-27.6]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-27.6]1

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-27.6]1

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ〔Ａ〕(リスペリドン)

「ヨシトミ」 【同仁医薬】 [-25.8]9

「トーワ」 【東和薬品】 [-25.8]6

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-48.2]5

リスペリドン錠０．５ｍｇ〔Ｃ〕(リスペリドン)

「ヨシトミ」 【全星薬品工業】 [-0]6

「アメル」 【共和薬工】 [-1.6]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-0]2

「ファイザー」 【ファイザー】 [-1.6]1

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-1.6]1

リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ〔Ｃ〕(リスペリドン)

「ファイザー」 【ファイザー】 [-0]6

リスペリドン内用液分包１ｍｇ〔Ｃ〕(リスペリドン)

「ファイザー」 【ファイザー】 [-0]1

「ファイザー」 【ファイザー】 [-0]1

「ファイザー」 【ファイザー】 [-0]1

リスミー錠１ｍｇ〔Ａ〕(リルマザホン塩酸塩水和物)

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-7.2]24

リスミー錠２ｍｇ〔Ａ〕(リルマザホン塩酸塩水和物)

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-11]49

リズミック錠１０ｍｇ〔Ａ〕(アメジニウムメチル硫酸塩)

アメジール錠１０　１０ｍｇ 【沢井製薬】 [-38.9]7

「日医工」 【日医工】 [-38.9]3

「ＪＧ」 【長生堂】 [-38.9]1

メトロック錠１０　１０ｍｇ 【東和薬品】 [-38.9]1

リスモダンＲ錠１５０ｍｇ〔Ａ〕(リン酸ジソピラミド)

「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-62.1]12

「トーワ」 【東和薬品】 [-62.1]4

「日医工」 【日医工】 [-62.1]4

リン酸ジソピラミド１５０ｍｇ徐放錠 【一般名収載】 [-62.1]4

「テバ」 【大正薬工】 [-62.1]3

リスモダンカプセル１００ｍｇ〔Ａ〕(ジソピラミド)

ノルペースカプセル１００ｍｇ 【ファイザー】 [-28.8]7

「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-28.8]6

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-43.5]2

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-43.5]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-43.5]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-43.5]1

チヨバンカプセル１００ｍｇ 【辰巳化学】 [-43.5]1

リスモダンカプセル５０ｍｇ〔Ａ〕(ジソピラミド)

ノルペースカプセル５０ｍｇ 【ファイザー】 [-16.3]3

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-16.3]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-24.6]1

リドーラ錠３ｍｇ〔Ａ〕(オーラノフィン)

リザスト錠３ｍｇ 【メディサ新薬】 [-56.8]1

リバロＯＤ錠１ｍｇ〔Ａ〕(ピタバスタチンカルシウム)

「トーワ」 【東和薬品】 [-30.4]26

リバロＯＤ錠２ｍｇ〔Ａ〕(ピタバスタチンカルシウム)

「トーワ」 【東和薬品】 [-57.6]33

リバロ錠１ｍｇ〔Ａ〕(ピタバスタチンカルシウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-30.4]27

「ファイザー」 【ファイザー】 [-30.4]18

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-30.4]15

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-30.4]15

「トーワ」 【東和薬品】 [-30.4]15

「テバ」 【テバ製薬】 [-30.4]10

「科研」 【ダイト】 [-30.4]9

「日医工」 【日医工】 [-30.4]9

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-30.4]5

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-30.4]4

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-30.4]4

「モチダ」 【持田製薬】 [-30.4]3

「サンド」 【サンド】 [-30.4]3

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-30.4]3

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-30.4]2

「三和」 【三和化学】 [-30.4]1

「アメル」 【共和薬工】 [-30.4]1

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-30.4]1

リバロ錠２ｍｇ〔Ａ〕(ピタバスタチンカルシウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-57.6]34

「ファイザー」 【ファイザー】 [-57.6]28

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-57.6]20

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-57.6]17

「トーワ」 【東和薬品】 [-57.6]15

「日医工」 【日医工】 [-57.6]13

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-57.6]10

「モチダ」 【持田製薬】 [-57.6]6

「テバ」 【テバ製薬】 [-57.6]6

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-57.6]6

「科研」 【ダイト】 [-57.6]4

「サンド」 【サンド】 [-57.6]3

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-57.6]2

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-57.6]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-57.6]1

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-57.6]1

「アメル」 【共和薬工】 [-57.6]1

リバロ錠４ｍｇ〔Ａ〕(ピタバスタチンカルシウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-111.5]2

「ファイザー」 【ファイザー】 [-111.5]1

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-111.5]1

リピトール錠１０ｍｇ〔Ａ〕(アトルバスタチンカルシウム水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-47]128

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-47]66

「日医工」 【日医工】 [-61.4]19

「トーワ」 【東和薬品】 [-47]17

「サンド」 【サンド】 [-61.4]15

「ＫＮ」 【小林化工】 [-47]12

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-47]7

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-61.4]7

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-61.4]4

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-47]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-47]1

「モチダ」 【ニプロパッチ】 [-47]1

リピトール錠５ｍｇ〔Ａ〕(アトルバスタチンカルシウム水和物)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-24.9]116

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-24.9]65

「トーワ」 【東和薬品】 [-24.9]15

「ＫＮ」 【小林化工】 [-24.9]14

「日医工」 【日医工】 [-31.8]12

「サンド」 【サンド】 [-31.8]10
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「ＮＰ」 【ニプロ】 [-31.8]6

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-24.9]3

「ＤＳＥＰ」 【第一三共エスファ】 [-31.8]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-24.9]1

「モチダ」 【ニプロパッチ】 [-24.9]1

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-31.8]1

リファジンカプセル１５０ｍｇ〔Ａ〕(リファンピシン)

「サンド」 【サンド】 [-13]43

リボール細粒２０％〔Ｃ〕(アロプリノール)

リボール細粒２０％ 【メディサ新薬】 [-0]1

リポバス錠１０〔Ａ〕(シンバスタチン)

「ＳＷ」 【メディサ新薬】 [-97.8]6

リポザート錠１０ 【テバ製薬】 [-134.2]4

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-97.8]2

「ＯＨＡＲＡ」 【】 [-159.2]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-134.2]1

「日医工」 【日医工】 [-134.2]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-97.8]1

リポバトール錠１０　１０ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-159.2]1

リポバス錠５〔Ａ〕(シンバスタチン)

リポザート錠５　５ｍｇ 【テバ製薬】 [-84.8]44

「ＳＷ」 【メディサ新薬】 [-67.8]35

「日医工」 【日医工】 [-67.8]28

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-67.8]16

ラミアン錠５ｍｇ 【大正薬工】 [-50.8]15

シンバスタチン５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-84.8]6

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-67.8]6

「ＮｉｋＰ」 【日医工ファーマ】 [-84.8]6

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-67.8]6

「ＭＥＤ」 【沢井製薬】 [-50.8]4

「トーワ」 【東和薬品】 [-50.8]4

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-67.8]2

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-84.8]2

「アメル」 【共和薬工】 [-84.8]1

リポバトール錠５　５ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-84.8]1

「ＯＨＡＲＡ」 【大原薬品工業】 [-84.8]1

リボビックス錠１０ｍｇ〔Ｃ〕(ピリドキサールリン酸エステル水和物)

「イセイ」 【イセイ】 [-0]10

リボビックス錠１０ｍｇ 【鶴原製薬】 [-0]6

リマチル錠１００ｍｇ〔Ａ〕(ブシラミン)

「日医工」 【日医工】 [-42]25

「トーワ」 【東和薬品】 [-42]12

ブシラント錠１００ 【小林化工】 [-33.2]8

リマチル錠５０ｍｇ〔Ａ〕(ブシラミン)

「日医工」 【日医工】 [-21]2

リルテック錠５０〔Ａ〕(リルゾール)

「ＡＡ」 【ダイト】 [-759]2

リンデロン錠０．５ｍｇ〔Ｄ〕(ベタメタゾン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-9.3]27

リネステロン錠０．５ｍｇ 【扶桑薬品】 [-9.3]1

リントン錠（２ｍｇ）〔Ｃ〕(ハロペリドール)

リントン錠（２ｍｇ） 【全星薬品工業】 [-0]1

リンラキサー錠２５０ｍｇ〔Ａ〕(クロルフェネシンカルバミン酸エステル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-10.2]7

ルーラン錠４ｍｇ〔Ａ〕(ペロスピロン塩酸塩水和物)

「アメル」 【共和薬工】 [-7.6]5

ルーラン錠８ｍｇ〔Ａ〕(ペロスピロン塩酸塩水和物)

「アメル」 【共和薬工】 [-14.4]1

ルジオミール錠１０ｍｇ〔Ａ〕(マプロチリン塩酸塩)

「アメル」 【共和薬工】 [-5.8]9

クロンモリン錠１０ｍｇ 【高田製薬】 [-5.8]1

ルジオミール錠２５ｍｇ〔Ａ〕(マプロチリン塩酸塩)

「アメル」 【共和薬工】 [-10.9]4

クロンモリン錠２５ｍｇ 【高田製薬】 [-10.9]1

ルボックス錠２５〔Ａ〕(フルボキサミンマレイン酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-14.6]14

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-14.6]14

「アメル」 【共和薬工】 [-18.5]7

「日医工」 【日医工】 [-18.5]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-14.6]4

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-18.5]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-14.6]2

「ファイザー」 【ファイザー】 [-18.5]2

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-14.6]1

「ＣＨ」 【長生堂】 [-14.6]1

ルボックス錠５０〔Ａ〕(フルボキサミンマレイン酸塩)

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-27]6

「日医工」 【日医工】 [-27]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-27]3

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-27]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-27]2

「ＣＨ」 【長生堂】 [-27]1

「アメル」 【共和薬工】 [-32.5]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-27]1

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-27]1

ルボックス錠７５〔Ａ〕(フルボキサミンマレイン酸塩)

「ＣＨ」 【長生堂】 [-33.5]1

「ＥＭＥＣ」 【エルメッドエーザイ】 [-33.5]1

ルリッド錠１５０〔Ａ〕(ロキシスロマイシン)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-39.1]6

「ファイザー」 【ファイザー】 [-39.1]5

「ＪＧ」 【長生堂】 [-39.1]3

ロキシマイン錠１５０ｍｇ 【東和薬品】 [-25.4]2

「サンド」 【サンド】 [-39.1]2

「ＲＭ」 【ローマン】 [-25.4]1

レキソタン細粒１％〔Ａ〕(ブロマゼパム)

セニラン細粒１％ 【サンド】 [-3.7]1

レキソタン錠２〔Ａ〕(ブロマゼパム)

セニラン錠２ｍｇ 【サンド】 [-0.4]21

レキソタン錠５〔Ａ〕(ブロマゼパム)

セニラン錠５ｍｇ 【サンド】 [-6.2]13

レスリン錠２５〔Ａ〕(トラゾドン塩酸塩)

「アメル」 【共和薬工】 [-10]65

レスリン錠５０〔Ａ〕(トラゾドン塩酸塩)

「アメル」 【共和薬工】 [-17.6]11

レニベース錠１０〔Ａ〕(エナラプリルマレイン酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-109.8]2

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-109.8]2

「ファイザー」 【ファイザー】 [-109.8]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-109.8]1

レニベース錠２．５〔Ａ〕(エナラプリルマレイン酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-25.7]62

「ファイザー」 【ファイザー】 [-21.2]29

「トーワ」 【東和薬品】 [-21.2]18

「ＣＨ」 【長生堂】 [-25.7]11

エナラプリルマレイン酸塩２．５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-25.7]8

ＭＥＥＫ 【小林化工】 [-21.2]7

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-21.2]4

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-25.7]4

「ケミファ」 【日本薬工】 [-21.2]3

エナリン錠２．５ｍｇ 【ダイト】 [-25.7]2

セリース錠２．５ｍｇ 【サンド】 [-21.2]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-25.7]1

シンベノン錠２．５ｍｇ 【日新（山形）】 [-25.7]1
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「タイヨー」 【テバ製薬】 [-25.7]1

レニベース錠５〔Ａ〕(エナラプリルマレイン酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-54.3]69

「ファイザー」 【ファイザー】 [-54.3]45

「トーワ」 【東和薬品】 [-43.6]35

エナラプリルマレイン酸塩５ｍｇ錠 【一般名収載】 [-54.3]21

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-43.6]18

ＭＥＥＫ 【小林化工】 [-54.3]15

「ＣＨ」 【長生堂】 [-54.3]13

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-54.3]9

「ケミファ」 【日本薬工】 [-43.6]6

エナリン錠５ｍｇ 【ダイト】 [-54.3]4

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-54.3]2

「日医工」 【日医工】 [-54.3]2

エナラート錠５ｍｇ 【共和薬工】 [-54.3]2

シンベノン錠５　５ｍｇ 【日新（山形）】 [-54.3]1

ファルプリル錠５　５ｍｇ 【キョーリンリメディオ】 [-54.3]1

レニメック錠５　５ｍｇ 【沢井製薬】 [-54.3]1

「ＭＥＤ」 【メディサ新薬】 [-54.3]1

レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ〔Ｃ〕(レバミピド)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-0]4

レフトーゼ顆粒１０％〔Ｄ〕(リゾチーム塩酸塩)

「イセイ」 【イセイ】 [-53.5]3

リゾチーム塩酸塩１０％顆粒 【一般名収載】 [-53.5]1

レフトーゼ錠（３０ｍｇ）〔Ｄ〕(リゾチーム塩酸塩)

アクディーム錠３０ｍｇ 【あすか製薬】 [-9.2]18

レフトーゼシロップ０．５％〔Ｄ〕(リゾチーム塩酸塩)

ノイチームシロップ０．５％ 【サンノーバ】 [-0.4]4

アクディームシロップ０．５％ 【あすか製薬】 [-0.4]2

レベニンカプセル〔Ｃ〕(耐性乳酸菌)

レベニンカプセル 【わかもと】 [-0]4

レベニン散〔Ｃ〕(耐性乳酸菌)

レベニン散 【わかもと】 [-0]44

レボフロキサシンＯＤ錠２５０ｍｇ〔Ｃ〕(レボフロキサシン水和物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]3

レボフロキサシン細粒１０％〔Ｃ〕(レボフロキサシン水和物)

「日医工」 【日医工】 [-0]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]1

「ファイザー」 【ファイザー】 [-0]1

レボフロキサシン錠１００ｍｇ〔Ｃ〕(レボフロキサシン水和物)

「あすか」 【ニプロジェネファ】 [-0]13

「ファイザー」 【ファイザー】 [-0]12

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-0]12

「科研」 【シオノケミカル】 [-0]11

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]9

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-0]7

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-0]6

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-0]6

「ＣＨ」 【長生堂】 [-0]5

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-0]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-0]3

「ケミファ」 【大興製薬】 [-0]2

「日医工」 【日医工】 [-0]2

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-0]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-0]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]1

「ＺＥ」 【全星薬品工業】 [-0]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-0]1

レボフロキサシン内用液２５０ｍｇ「トーワ」〔Ｃ〕(レボフロキサシン水和
物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]2

レボフロキサシン内用液２５ｍｇ／ｍＬ〔Ｃ〕(レボフロキサシン水和物)

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]2

レボフロキサシン粒状錠２５０ｍｇ〔Ｃ〕(レボフロキサシン水和物)

「モチダ」 【持田製薬】 [-0]4

「モチダ」 【持田製薬】 [-0]11

レボホルテ錠２５ｍｇ〔Ｃ〕(レボメプロマジンマレイン酸塩)

「アメル」 【共和薬工】 [-0]1

レミカットカプセル１ｍｇ〔Ａ〕(エメダスチンフマル酸塩)

エメロミンカプセル１ｍｇ 【東和薬品】 [-7.7]5

レミカットカプセル２ｍｇ〔Ａ〕(エメダスチンフマル酸塩)

エメロミンカプセル２ｍｇ 【東和薬品】 [-12.7]9

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ〔Ａ〕(ブロチゾラム)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-15.7]102

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-17.9]31

「テバ」 【テバ製薬】 [-17.9]26

ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ 【一般名収載】 [-17.9]11

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-17.9]4

「アメル」 【共和薬工】 [-17.9]3

レンドルミン錠０．２５ｍｇ〔Ａ〕(ブロチゾラム)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-15.7]75

グッドミン錠０．２５ｍｇ 【三菱ウェルファーマ】 [-15.7]22

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-17.9]11

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ 【一般名収載】 [-17.9]9

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-17.9]9

ソレントミン錠０．２５ｍｇ 【大正薬工】 [-17.9]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-17.9]4

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-15.7]4

「テバ」 【テバ製薬】 [-17.9]2

「日医工」 【日医工】 [-17.9]2

ネストローム錠０．２５ｍｇ 【辰巳化学】 [-17.9]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-17.9]1

ノクスタール錠０．２５ｍｇ 【アルフレッサ　ファーマ】 [-15.7]1

「日新」 【日新（山形）】 [-17.9]1

ローコール錠１０ｍｇ〔Ａ〕(フルバスタチンナトリウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-16.2]13

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-16.2]2

「三和」 【シオノケミカル】 [-16.2]1

ローコール錠２０ｍｇ〔Ａ〕(フルバスタチンナトリウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-26]66

「三和」 【シオノケミカル】 [-26]2

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-26]1

ローコール錠３０ｍｇ〔Ａ〕(フルバスタチンナトリウム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-36.2]51

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-36.2]5

「三和」 【シオノケミカル】 [-36.2]4

ロカルトロールカプセル０．２５〔Ａ〕(カルシトリオール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-24.9]12

「テバ」 【大正薬工】 [-24.9]8

カルシトリオール０．２５μｇカプセル 【一般名収載】 [-24.9]7

オタノールカプセル０．２５ 【旭化成ファーマ】 [-24.9]5

トルシトリンカプセル０．２５ 【東和薬品】 [-24.9]3

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-24.9]2

カルミサールカプセル０．２５ 【鶴原製薬】 [-24.9]2

カルシタロールカプセル０．２５ 【ビオメディクス】 [-24.9]1

カルシオロールカプセル０．２５ 【大正薬工】 [-24.9]1

カルトールカプセル０．２５ 【沢井製薬】 [-24.9]1

ロカルトロールカプセル０．５〔Ａ〕(カルシトリオール)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-47.6]7

カルシトリオール０．５μｇカプセル 【一般名収載】 [-47.6]7

「テバ」 【大正薬工】 [-47.6]3

カルシタロールカプセル０．５ 【ビオメディクス】 [-47.6]3

オタノールカプセル０．５ 【旭化成ファーマ】 [-47.6]2

カルミサールカプセル０．５ 【鶴原製薬】 [-47.6]1

カルトールカプセル０．５ 【沢井製薬】 [-47.6]1

カルシオロールカプセル０．５ 【大正薬工】 [-47.6]1
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ロキソニン細粒１０％〔Ａ〕(ロキソプロフェンナトリウム水和物)

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-18.4]6

ロキソニン錠６０ｍｇ〔Ａ〕(ロキソプロフェンナトリウム水和物)

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-9.7]90

「サワイ」 【メディサ新薬】 [-9.7]77

ロブ錠６０ｍｇ 【大原薬品工業】 [-9.7]61

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-11.9]39

ロキソプロフェンナトリウム６０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-11.9]34

「テバ」 【テバ製薬】 [-11.9]33

「日医工」 【日医工】 [-11.9]27

「ＣＨ」 【長生堂】 [-11.9]23

ロキソート錠６０ｍｇ 【日新（山形）】 [-9.7]9

スリノフェン錠６０ｍｇ 【あすか製薬】 [-7.9]6

「トーワ」 【東和薬品】 [-9.7]5

ロキソマリン錠６０ｍｇ 【大正薬工】 [-11.9]4

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-9.7]3

オキミナス錠６０ｍｇ 【日本薬工】 [-9.7]3

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-11.9]1

ウナスチン錠６０ｍｇ 【マイラン製薬】 [-7.9]1

ロキソプロフェンナトリウム内服液６０ｍｇ〔Ｃ〕(ロキソプロフェンナトリウ
ム水和物)

「日医工」 【日医工】 [-0]1

ロコルナール錠１００ｍｇ〔Ａ〕(トラピジル)

カルナコール錠１００ｍｇ 【沢井製薬】 [-20]8

「トーワ」 【東和薬品】 [-20]5

「日医工」 【日医工】 [-20]5

「タカタ」 【高田製薬】 [-12.9]3

トラピジル１００ｍｇ錠 【一般名収載】 [-20]2

ロコルナール錠５０ｍｇ〔Ａ〕(トラピジル)

「トーワ」 【東和薬品】 [-8.4]3

ロスポリア錠１ｍｇ〔Ｃ〕(塩酸ロペラミド)

「ＥＭＥＣ」 【サンノーバ】 [-37.5]6

ロスポリア錠１ｍｇ 【テイコクメディックス】 [-0]1

ロドピン錠２５ｍｇ〔Ａ〕(ゾテピン)

ロシゾピロン錠２５ｍｇ 【長生堂】 [-15.4]5

セトウス錠２５ｍｇ 【高田製薬】 [-8.2]2

「アメル」 【共和薬工】 [-15.4]2

メジャピン錠２５ｍｇ 【共和薬工】 [-15.4]2

ロドピン錠５０ｍｇ〔Ａ〕(ゾテピン)

メジャピン錠５０ｍｇ 【共和薬工】 [-29.5]4

ロヒプノール錠１〔Ａ〕(フルニトラゼパム)

「アメル」 【共和薬工】 [-9.5]100

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-9.5]3

ビビットエース錠１ｍｇ 【辰巳化学】 [-9.5]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-9.5]2

ロヒプノール錠２〔Ａ〕(フルニトラゼパム)

「アメル」 【共和薬工】 [-15.3]32

フルニトラゼパム２ｍｇ錠 【一般名収載】 [-15.3]8

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-15.3]4

ビビットエース錠２ｍｇ 【辰巳化学】 [-15.3]2

「ＴＣＫ」 【辰巳化学】 [-15.3]2

ロプレソール錠２０ｍｇ〔Ａ〕(メトプロロール酒石酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-7.7]17

メトプリック錠２０ｍｇ 【テバ製薬】 [-7.7]14

「トーワ」 【東和薬品】 [-7.7]4

「ＪＧ」 【長生堂】 [-7.7]3

ロプレソール錠４０ｍｇ〔Ａ〕(メトプロロール酒石酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-18.1]2

メトプロロール酒石酸塩４０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-18.1]2

メトプリック錠４０ｍｇ 【テバ製薬】 [-18.1]2

「ＪＧ」 【長生堂】 [-18.1]1

ロペミンカプセル１ｍｇ〔Ａ〕(塩酸ロペラミド)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-42.3]26

ミロピンカプセル１ｍｇ 【沢井製薬】 [-42.3]20

塩酸ロペラミド１ｍｇカプセル 【一般名収載】 [-42.3]8

ロンバニンカプセル１ｍｇ 【辰巳化学】 [-42.3]5

「フソー」 【ダイト】 [-42.3]4

ロペカルドカプセル１ｍｇ 【シオノケミカル】 [-42.3]1

ロペナカプセル１ｍｇ 【堀井薬品工業】 [-42.3]1

ロペミン細粒０．１％〔Ａ〕(塩酸ロペラミド)

「フソー」 【ダイト】 [-47]1

ロペミン小児用細粒０．０５％〔Ａ〕(塩酸ロペラミド)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-42.3]4

ロレルコ錠２５０ｍｇ〔Ａ〕(プロブコール)

「日医工」 【日医工】 [-15.4]8

プロスエード錠２５０ｍｇ 【沢井製薬】 [-14.3]8

「トーワ」 【東和薬品】 [-15.4]6

プロブコール２５０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-15.4]4

ロンゲス錠１０ｍｇ〔Ａ〕(リシノプリル水和物)

「日医工」 【日医工】 [-53.7]12

「サワイ」 【沢井製薬】 [-45.8]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-53.7]7

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-53.7]4

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-45.8]3

リシノプリル１０ｍｇ錠 【一般名収載】 [-53.7]3

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-45.8]2

ロンゲス錠５ｍｇ〔Ａ〕(リシノプリル水和物)

「日医工」 【日医工】 [-24.9]3

「サワイ」 【沢井製薬】 [-24.9]1

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-24.9]1

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-24.9]1

ワイドシリン細粒２０％〔Ｃ〕(アモキシシリン水和物)

ワイドシリン細粒２００ 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-0]87

ワイドシリン細粒２０％ 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-0]19

ワイパックス錠０．５〔Ａ〕(ロラゼパム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-1.1]40

ワイパックス錠１．０〔Ａ〕(ロラゼパム)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-5.6]16

ワカデニン腸溶錠１５ｍｇ〔Ｃ〕(フラビンアデニンジヌクレオチド)

ワカデニン腸溶錠１５ｍｇ 【わかもと】 [-0]5

「タツミ」 【辰巳化学】 [-0]3

ワカデニン腸溶錠５ｍｇ〔Ｃ〕(フラビンアデニンジヌクレオチド)

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-0]7

ワカデニン腸溶錠５ｍｇ 【わかもと】 [-0]1

ワソラン錠４０ｍｇ〔Ｄ〕(ベラパミル塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-0.8]50

「ＪＧ」 【大興製薬】 [-0.8]3

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-0.8]1

ワルファリンＫ細粒０．２％〔Ｃ〕(ワルファリンカリウム)

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-0]2

ワンアルファ錠０．２５μｇ〔Ａ〕(アルファカルシドール)

カルフィーナ錠０．２５μｇ 【共和薬工】 [-16.5]5

アルファカルシドール０．２５μｇ錠 【一般名収載】 [-16.5]3

ワンアルファ錠０．５μｇ〔Ａ〕(アルファカルシドール)

カルフィーナ錠０．５μｇ 【共和薬工】 [-34.7]57

アルファカルシドール０．５μｇ錠 【一般名収載】 [-34.7]7

ワンアルファ錠１．０μｇ〔Ａ〕(アルファカルシドール)

カルフィーナ錠１．０μｇ　１μｇ 【共和薬工】 [-64.2]47

アルファカルシドール１μｇ錠 【一般名収載】 [-64.2]11
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注射

エレメンミック注キット〔Ａ〕(塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤)

メドレニック注シリンジ 【テバ製薬】 [-110]1

ミネリック－５注シリンジ 【ニプロ】 [-110]1

グランシリンジ７５〔Ａ〕(フィルグラスチム（遺伝子組換え）)

「モチダ」 【持田製薬】 [-0]1

ビタジェクト注キット〔Ｃ〕(高カロリー輸液用総合ビタミン剤)

ビタジェクト注キット 【テルモ】 [-0]1

ラクテックＤ輸液〔Ｃ〕(ブドウ糖加乳酸リンゲル)

ラクテックＤ輸液 【大塚工場】 [-0]1

外用

アイドロイチン１％点眼液〔Ｃ〕(コンドロイチン硫酸エステルナトリウム)

アイドロイチン１％点眼液 【参天製薬】 [-0]25

ムコロイド点眼液１％ 【日本点眼薬研究所】 [-0]6

アイドロイチン３％点眼液〔Ｃ〕(コンドロイチン硫酸エステルナトリウム)

アイドロイチン３％点眼液 【参天製薬】 [-0]2

亜鉛華（１０％）単軟膏〔Ｃ〕(亜鉛華)

サトウザルベ軟膏１０％ 【佐藤製薬】 [-0]23

「ホエイ」 【マイラン製薬】 [-0]17

「ニッコー」 【日興製薬】 [-0]8

「ヨシダ」 【吉田製薬】 [-0]2

亜鉛華（１０％）単軟膏シオエ 【シオエ製薬】 [-0]1

アクアチムクリーム１％〔Ａ〕(ナジフロキサシン)

「トーワ」 【東和薬品】 [-9.8]4

ナジフロクリーム１％ 【ポーラファルマ】 [-9.8]3

アクアチムローション１％〔Ａ〕(ナジフロキサシン)

ナジフロローション１％ 【ポーラファルマ】 [-9.8]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-9.8]2

アクリノール消毒液０．１％〔Ｄ〕(アクリノール水和物)

ケンエーアクリノール液０．１ 【健栄製薬】 [-0.1]5

「タイセイ」 【大成薬品工業】 [-0.1]1

アスタット外用液１％〔Ａ〕(ラノコナゾール)

「イワキ」 【岩城製薬】 [-14.6]2

アスタットクリーム１％〔Ａ〕(ラノコナゾール)

「イワキ」 【岩城製薬】 [-14.6]4

アスタット軟膏１％〔Ａ〕(ラノコナゾール)

「イワキ」 【岩城製薬】 [-14.6]11

アズノールうがい液４％〔Ｃ〕(アズレンスルホン酸ナトリウム水和物)

アズノールうがい液４％ 【日本点眼薬研究所】 [-0]212

アズガグルうがい液Ｔ４％ 【東亜薬品】 [-0]6

アズレイうがい液４％ 【協和新薬】 [-0]3

アボダースうがい液４％ 【テバ製薬】 [-0]3

アズノール軟膏０．０３３％〔Ｄ〕(ジメチルイソプロピルアズレン)

ハスレン軟膏０．０３３％ 【テバ製薬】 [-0.55]5

アズレン含嗽液アーズミンうがい液１％〔Ｃ〕(アズレンスルホン酸ナトリ
ウム水和物)

アズレワンうがい液１％ 【イセイ】 [-0]7

アフタゾロン口腔用軟膏０．１％〔Ｄ〕(デキサメタゾン)

デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ 【日本化薬】 [-5.2]211

デルゾン口腔用軟膏０．１％ 【池田薬品工業】 [-5.2]12

「ＣＨ」 【長生堂】 [-5.2]1

アミノ安息香酸エチル軟膏１０％〔Ｃ〕(アミノ安息香酸エチル)

「マルイシ」 【丸石製薬】 [-0]1

アラセナ－Ａクリーム３％〔Ａ〕(ビダラビン)

カサールクリーム３％ 【資生堂】 [-200]16

アラセナ－Ａ軟膏３％〔Ａ〕(ビダラビン)

アラーゼ軟膏３％ 【沢井製薬】 [-200]33

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-200]20

「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-200]16

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-200]11

「トーワ」 【東和薬品】 [-200]4

「イワキ」 【岩城製薬】 [-200]3

シルベラン軟膏３％ 【前田薬品】 [-200]2

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-200]2

アラエビン軟膏３％ 【ポーラファルマ】 [-200]1

「ＪＧ」 【シオノケミカル】 [-200]1

アルキサ軟膏２％〔Ｃ〕(アルクロキサ)
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アルキサ軟膏２％ 【小林化工】 [-0]3

アルメタ軟膏〔Ａ〕(アルクロメタゾンプロピオン酸エステル)

ビトラ軟膏０．１％ 【岩城製薬】 [-21.3]11

タルメア軟膏０．１％ 【富士製薬工業】 [-15.2]2

アルロイヤー点鼻液５０μｇ〔Ｃ〕(ベクロメタゾンプロピオン酸エステル)

ナイスピー点鼻液５０μｇ 【東興薬工】 [-0]14

ペンブリンＡＱネーザル５０μｇ 【沢井製薬】 [-0]13

ナナドラＡＱネーザル５０μｇ 【ハイゾン】 [-0]11

アルロイヤー点鼻液５０μｇ 【大正薬工】 [-0]10

「サワイ」 【沢井製薬】 [-0]3

タウナスアクアスプレー点鼻５０μｇ 【共和薬工】 [-0]2

アルデシンＡＱネーザル５０μｇ　８．５ｍｇ８．５ｇ 【シェリングＰ】 [-]1

アレギサール点眼液０．１％〔Ａ〕(ペミロラストカリウム)

アラジオフ点眼液０．１％ 【キョーリンリメディオ】 [-309.3]13

ペミリドン点眼液０．１％ 【テイカ製薬】 [-391.9]2

アンテベートクリーム０．０５％〔Ａ〕(ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ
ン酸エステル)

アンフラベート０．０５％クリーム 【前田薬品】 [-16.7]10

アンテベート軟膏０．０５％〔Ａ〕(ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸
エステル)

アンフラベート０．０５％軟膏 【前田薬品】 [-16.7]18

サレックス軟膏０．０５％ 【岩城製薬】 [-16.7]1

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-16.7]1

アンテベートローション０．０５％〔Ａ〕(ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ
ン酸エステル)

アンフラベート０．０５％ローション 【前田薬品】 [-16.7]7

アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ〔Ａ〕(アセトアミノフェン)

「ＪＧ」 【長生堂】 [-10.1]7

パラセタ坐剤２００ 【シオエ製薬】 [-10.1]2

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-10.1]1

「日新」 【日新（山形）】 [-10.1]1

イソジン液１０％〔Ｄ〕(ポビドンヨード)

イオダインＭ消毒液１０％ 【健栄製薬】 [-1.52]11

ポピヨドン液１０％ 【吉田製薬】 [-1.52]4

ポピラール消毒液１０％ 【日興製薬】 [-1.52]2

ネグミン液１０％ 【マイラン製薬】 [-1.31]1

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-1.31]1

イソジンガーグル液７％〔Ｄ〕(ポビドンヨード)

ネグミンガーグル７％ 【マイラン製薬】 [-0.9]45

ポピロンガーグル７％ 【シオエ製薬】 [-0.9]44

イオダインガーグル液７％ 【健栄製薬】 [-0.9]26

ポピヨドンガーグル７％ 【吉田製薬】 [-0.9]25

「日医工」 【日医工】 [-0.9]14

ネオヨジンガーグル７％ 【岩城製薬】 [-0.9]11

ＪＤガーグル７％ 【ジェイドルフ製薬】 [-0.9]8

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-0.9]1

「東海」 【東海製薬】 [-0.9]1

イソジンゲル１０％〔Ｄ〕(ポビドンヨード)

ネグミンゲル１０％ 【マイラン製薬】 [-1.54]1

イソジンフィールド液１０％〔Ｄ〕(ポビドンヨード)

ポピヨドンフィールド１０％ 【吉田製薬】 [-2.18]1

インタール吸入液１％〔Ａ〕(クロモグリク酸ナトリウム)

ステリ・ネブ　クロモリン吸入液１％ 【大正薬工】 [-16.2]8

クリード吸入液１％ 【沢井製薬】 [-16.2]6

リノジェット吸入液 【共和薬工】 [-16.2]1

インタール点眼液２％〔Ａ〕(クロモグリク酸ナトリウム)

クモロールＰＦ点眼液２％ 【日本点眼薬研究所】 [-295.7]16

ミタヤク点眼液２％　１００ｍｇ５ｍＬ 【キョーリンリメディオ】 [-528.4]9

ノスラン点眼液２％ 【科研製薬】 [-295.7]7

アルギノン点眼液２％ 【東亜薬品】 [-435.6]7

クロモフェロン点眼液２％ 【千寿製薬】 [-435.6]4

クールウェイ点眼液２％ 【高田製薬】 [-295.7]3

クロモグリク酸ナトリウム１００ｍｇ５ｍＬ点眼液 【一般名収載】 [-528.4]3

トーワタール点眼液２％　１００ｍｇ５ｍＬ 【東和薬品】 [-528.4]2

クモロール点眼液２％ 【ニッテン】 [-295.7]2

クロモリーク点眼液２％ 【テイカ製薬】 [-435.6]1

インタール点鼻液２％〔Ａ〕(クロモグリク酸ナトリウム)

ノスラン点鼻液２％ 【科研製薬】 [-287.2]9

ミタヤク点鼻液２％ 【キョーリンリメディオ】 [-506.7]8

インテバン外用液１％〔Ａ〕(インドメタシン)

「日医工」 【日医工】 [-4.6]1

インテバンクリーム１％〔Ａ〕(インドメタシン)

「日医工」 【日医工】 [-4.9]11

ミカメタン－クリーム１％ 【三笠製薬】 [-4.9]5

インドノールクリーム１％ 【祐徳薬品】 [-4.9]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-3.6]3

インテバン軟膏１％〔Ａ〕(インドメタシン)

「日医工」 【日医工】 [-4.9]1

ウレパールクリーム１０％〔Ａ〕(尿素)

ベギンクリーム１０％ 【藤永製薬】 [-1.7]51

アセチロールクリーム１０％ 【ポーラファルマ】 [-1.7]14

ウリモックスクリーム１０％ 【池田薬品工業】 [-1.7]5

ＡＺ点眼液０．０２％〔Ｃ〕(アズレン)

アゾテシン点眼液０．０２％ 【参天製薬】 [-0]30

ＡＺ点眼液０．０２％ 【ゼリア新薬】 [-0]29

アズラビン点眼液０．０２％ 【日本点眼薬研究所】 [-0]25

「わかもと」 【わかもと】 [-0]13

「ニットー」 【日東メディック】 [-0]11

エコリシン眼軟膏〔Ａ〕(エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタ
ンスルホン酸ナトリウム)

エリコリ眼軟膏Ｔ 【日東メディック】 [-]2

エコリシン点眼液〔Ａ〕(エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタ
ンスルホン酸ナトリウム)

点眼用エリコリＴ 【日東メディック】 [-11.1]2

エストリール腟錠０．５ｍｇ〔Ｄ〕(エストリオール)

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-0.5]1

エマーゲン顆粒含嗽用０．４％〔Ｃ〕(アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物)

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-0]7

「ツルハラ」 【鶴原製薬】 [-0]4

エマーゲン顆粒含嗽用０．４％ 【堀井薬品工業】 [-0]2

エンペシドクリーム１％〔Ａ〕(クロトリマゾール)

「イワキ」 【岩城製薬】 [-18.7]2

エンペシド腟錠１００ｍｇ〔Ａ〕(クロトリマゾール)

エルシド腟錠１００ｍｇ 【富士製薬工業】 [-30.4]2

オイラゾンクリーム０．１％〔Ｃ〕(デキサメタゾン)

「イワキ」 【岩城製薬】 [-32.5]4

オイラゾンクリーム０．１％ 【ノバルティスＰ】 [-0]2

オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ〔Ａ〕(マキサカルシトール)

「ＰＰ」 【ポーラファルマ】 [-43.2]12

「イワキ」 【岩城製薬】 [-43.2]5

オキナゾール腟錠１００ｍｇ〔Ａ〕(オキシコナゾール硝酸塩)

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-12.4]1

オキナゾール腟錠６００ｍｇ〔Ａ〕(オキシコナゾール硝酸塩)

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-75.5]2

オドメール点眼液０．０５％〔Ｃ〕(フルオロメトロン)

フルオメソロン０．０５％点眼液 【日本点眼薬研究所】 [-0]32

オドメール点眼液０．０５％ 【千寿製薬】 [-0]9

オフロキサシンゲル化点眼液０．３％〔Ｃ〕(オフロキサシン)

「わかもと」 【わかもと】 [-0]11
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カーマスプラスター〔Ｃ〕(パップ剤)

カーマスプラスター 【吉田養真堂】 [-0]1

カタリンＫ点眼用０．００５％〔Ｄ〕(ピレノキシン)

「ニットー」 【日東メディック】 [-6.1]1

カトレップテープ３５ｍｇ〔Ａ〕(インドメタシン)

プロアリシンテープ３５ｍｇ 【前田薬品】 [-2.6]2

カトレップテープ７０ｍｇ〔Ａ〕(インドメタシン)

セラスターテープ７０ 【救急薬品工業】 [-6.1]12

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-13.3]3

「ＢＭＤ」 【ビオメディクス】 [-6.1]3

「日医工」 【日医工】 [-13.3]2

インテナシンパップ７０ｍｇ 【原沢製薬工業】 [-6.1]1

カリーユニ点眼液０．００５％〔Ｃ〕(ピレノキシン)

カリーユニ点眼液０．００５％ 【参天製薬】 [-0]286

含嗽用ハチアズレ顆粒〔Ｄ〕(アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭
酸水素ナトリウム)

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-0]3

カンフル精〔Ｄ〕(カンフル)

カンフル精（ヤクハン） 【ヤクハン】 [-0.3]1

キサラタン点眼液０．００５％〔Ａ〕(ラタノプロスト)

「日点」 【日本点眼薬研究所】 [-256.6]21

「センジュ」 【千寿製薬】 [-256.6]18

「ニットー」 【日東メディック】 [-256.6]16

「ＴＯＡ」 【東亜薬品】 [-256.6]6

「日医工」 【日医工】 [-427.5]6

「ニッテン」 【ニッテン】 [-256.6]5

「ＴＳ」 【テイカ製薬】 [-427.5]4

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-256.6]4

「サワイ」 【沢井製薬】 [-427.5]4

「ＮＳ」 【日新（山形）】 [-256.6]3

「わかもと」 【わかもと】 [-256.6]3

「キッセイ」 【キッセイ】 [-256.6]2

「三和」 【三和化学】 [-427.5]2

「科研」 【科研製薬】 [-256.6]2

「ＮＰ」 【ニプロファーマ】 [-256.6]1

強力ポステリザン（軟膏）〔Ｄ〕(大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン)

ヘモポリゾン軟膏 【ジェイドルフ製薬】 [-7.7]15

キンダベート軟膏０．０５％〔Ａ〕(クロベタゾン酪酸エステル)

「テイコク」 【帝国製薬】 [-23.4]4

キンダロン軟膏０．０５％ 【前田薬品】 [-23.4]4

パルデス軟膏０．０５％ 【岩城製薬】 [-23.4]3

キングローン軟膏０．０５％ 【辰巳化学】 [-24.1]1

キンダロンローション０．０５％〔Ｃ〕(クロベタゾン酪酸エステル)

キンダロンローション０．０５％ 【前田薬品】 [-0]5

クラビット点眼液０．５％〔Ａ〕(レボフロキサシン水和物)

「ＴＯＡ」 【東亜薬品】 [-43.3]23

「ファイザー」 【ファイザー】 [-43.3]9

「キッセイ」 【キッセイ】 [-43.3]6

「日点」 【日本点眼薬研究所】 [-43.3]5

「科研」 【ダイト】 [-43.3]4

「ＴＳ」 【テイカ製薬】 [-43.3]4

「わかもと」 【わかもと】 [-43.3]3

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-43.3]2

「日医工」 【日医工】 [-43.3]2

「ニプロ」 【ニプロ】 [-43.3]1

「日新」 【日新（山形）】 [-43.3]1

クラビット点眼液１．５％〔Ａ〕(レボフロキサシン水和物)

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-44.4]20

「ファイザー」 【ファイザー】 [-44.4]8

「ＴＯＡ」 【東亜薬品】 [-86.9]6

「わかもと」 【わかもと】 [-86.9]2

「ＫＯＧ」 【興和】 [-44.4]2

「日点」 【日本点眼薬研究所】 [-86.9]2

「科研」 【ダイト】 [-44.4]2

「タカタ」 【高田製薬】 [-44.4]1

「テバ」 【大正薬工】 [-44.4]1

「キッセイ」 【キッセイ】 [-86.9]1

グリセリン浣腸液５０％〔Ｄ〕(グリセリン)

ケンエーＧ浣腸液５０％ 【健栄製薬】 [-4.1]80

「オヲタ」 【テイコクメディックス】 [-4.1]67

「ムネ」 【ムネ製薬】 [-4.1]10

「マイラン」 【明治薬品】 [-4.1]4

「ＯＲＹ」 【日医工ファーマ】 [-4.1]4

０．０５％グルコジンＲ水〔Ｃ〕(クロルヘキシジングルコン酸塩)

０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 【日興製薬】 [-0]6

０．０２％グルコジンＷ水〔Ｃ〕(クロルヘキシジングルコン酸塩)

０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 【日興製薬】 [-0]2

ステリクロンＷ液０．０５ 【健栄製薬】 [-0]1

クロマイ－Ｐ軟膏〔Ｄ〕(クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤)

ハイセチンＰ軟膏 【富士製薬工業】 [-13.6]5

クロマイ腟錠１００ｍｇ〔Ａ〕(クロラムフェニコール)

ハイセチン腟錠１００ｍｇ 【富士製薬工業】 [-14.2]2

クロラムフェニコール点眼液０．５％〔Ｃ〕(クロラムフェニコール)

「ニットー」 【日東メディック】 [-0]1

ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ〔Ａ〕(ケトプロフェン)

メジェイド坐剤７５ 【日新（山形）】 [-]1

「ＪＧ」 【長生堂】 [-16.8]1

「日新」 【日新（山形）】 [-11.4]1

レイナノン坐剤７５ 【シオノケミカル】 [-11.4]1

ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ〔Ａ〕(ケトプロフェン)

「ＪＧ」 【長生堂】 [-18.2]2

メジェイド坐剤５０ 【日新（山形）】 [-]1

ケナログ口腔用軟膏０．１％〔Ｄ〕(トリアムシノロンアセトニド)

オルテクサー口腔用軟膏０．１％ 【福地製薬】 [-2.5]3

ケラチナミンコーワクリーム２０％〔Ａ〕(尿素)

ベギンクリーム２０％ 【藤永製薬】 [-1.7]17

アセチロールクリーム２０％ 【ポーラファルマ】 [-1.7]6

ワイドコールクリーム２０％ 【池田薬品工業】 [-1.7]3

ケンエーＧ浣腸液５０％〔Ｃ〕(グリセリン)

「オヲタ」 【テイコクメディックス】 [-0]42

ケンエーＧ浣腸液５０％ 【健栄製薬】 [-0]35

「ムネ」 【ムネ製薬】 [-0]3

ケンエーＧ浣腸液５０％ 【健栄製薬】 [-0]7

ケンエーＧ浣腸液５０％ 【健栄製薬】 [-0]3

「オヲタ」 【テイコクメディックス】 [-0]14

ケンエーＧ浣腸液５０％ 【健栄製薬】 [-0]14

「ムネ」 【ムネ製薬】 [-0]3

ゲンタシン軟膏０．１％〔Ａ〕(ゲンタマイシン硫酸塩)

エルタシン軟膏０．１％ 【富士製薬工業】 [-5]38

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-5]23

「イワキ」 【岩城製薬】 [-5]2

ゲンタロール点眼液０．３％〔Ｃ〕(ゲンタマイシン硫酸塩)

ゲンタロール点眼液０．３％ 【日本点眼薬研究所】 [-0]4

「ニットー」 【日東メディック】 [-0]1

コリナコール点眼液〔Ｃ〕(クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム)

オフサロン点眼液 【わかもと】 [-0]12

コリナコール点眼液 【日本点眼薬研究所】 [-0]7

サイベースローション０．０５％〔Ｃ〕(ジフルプレドナート)

サイベースローション０．０５％ 【前田薬品】 [-0]1

ザジテン点眼液０．０５％〔Ａ〕(ケトチフェンフマル酸塩)

44/51



「ＳＷ」 【沢井製薬】 [-453.2]28

ケトチフェンフマル酸塩３．４５ｍｇ５ｍＬ点眼液 【一般名収載】 [-538.6]3

「日点」 【日本点眼薬研究所】 [-315.4]2

フサコール点眼液０．０５％ 【メディサ新薬】 [-315.4]2

「日医工」 【日医工】 [-453.2]2

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-538.6]1

セキトン点眼液０．０５％　３．４５ｍｇ５ｍＬ 【キョーリンリメディオ】 [-
538.6]

1

ベナンザ点眼液０．０５％　３．４５ｍｇ５ｍＬ 【イセイ】 [-538.6]1

ケトテン点眼液０．０５％　３．４５ｍｇ５ｍＬ 【沢井製薬】 [-453.2]1

スプデル点眼液０．０５％　３．４５ｍｇ５ｍＬ 【東和薬品】 [-538.6]1

「ＣＨ」 【長生堂】 [-453.2]1

ザジテン点鼻液０．０５％〔Ａ〕(ケトチフェンフマル酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-440]11

「ＴＹＫ」 【大正薬工】 [-440]2

サトウザルベ軟膏２０％〔Ｃ〕(亜鉛華)

サトウザルベ軟膏２０％ 【佐藤製薬】 [-0]36

１０％サリチル酸ワセリン軟膏〔Ｃ〕(サリチル酸)

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 【東豊薬品】 [-0]82

５％サリチル酸ワセリン軟膏〔Ｃ〕(サリチル酸)

５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 【東豊薬品】 [-0]15

ザルコニンＧ消毒液１０〔Ｃ〕(ベンザルコニウム塩化物)

ザルコニンＧ消毒液１０ 【健栄製薬】 [-0]1

サンコバ点眼液０．０２％〔Ｄ〕(シアノコバラミン)

ソフティア点眼液０．０２％ 【千寿製薬】 [-7.2]88

コバラム点眼液０．０２％ 【日本点眼薬研究所】 [-7.2]42

ビタコバール点眼液０．０２％ 【東亜薬品】 [-7.2]18

ファルコバ点眼液０．０２％ 【キョーリンリメディオ】 [-7.2]3

サンテゾーン０．０５％眼軟膏〔Ｃ〕(デキサメタゾン)

サンテゾーン０．０５％眼軟膏 【参天製薬】 [-0]50

サンテゾーン点眼液（０．０２％）〔Ｄ〕(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)

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０２％点眼液Ｔ 【日東メディック】 [-6.6]1

サンテゾーン点眼液（０．１％）〔Ｄ〕(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)

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％点眼液Ｔ 【日東メディック】 [-28.7]6

サンピロ点眼液２％〔Ｄ〕(ピロカルピン塩酸塩)

アドソルボカルピン点眼液２％ 【日本点眼薬研究所】 [-
1.30000000000001]

3

ＧＳプラスターＣ〔Ｃ〕(パップ剤)

「ユートク」 【祐徳薬品】 [-0]25

ジクロード点眼液０．１％〔Ａ〕(ジクロフェナクナトリウム)

ジクロフェナック点眼液０．１％ 【東亜薬品】 [-37.7]20

ジクロスターＰＦ点眼液０．１％ 【日本点眼薬研究所】 [-37.7]2

ジクロスター点眼液０．１％ 【ニッテン】 [-45.6]2

ジクロフェナクＮａクリーム１％〔Ｃ〕(ジクロフェナクナトリウム)

「ユートク」 【祐徳薬品】 [-0]37

「日本臓器」 【日本臓器】 [-0]16

ジドレンテープ２７ｍｇ〔Ｃ〕(ニトログリセリン)

ジドレンテープ２７ｍｇ 【東和薬品】 [-0]16

ジフラールクリーム０．０５％〔Ａ〕(ジフロラゾン酢酸エステル)

アナミドールクリーム０．０５％ 【岩城製薬】 [-17.4]5

アナミドールクリーム０．０５％ 【岩城製薬】 [-17.4]1

ジフラール軟膏０．０５％〔Ａ〕(ジフロラゾン酢酸エステル)

アナミドール軟膏０．０５％ 【岩城製薬】 [-17.4]7

小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用〔Ａ〕(フルチカゾンプロピオ
ン酸エステル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-257.5]15

「イセイ」 【イセイ】 [-257.5]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-257.5]1

ジルダザック軟膏３％〔Ａ〕(ベンダザック)

イワザック軟膏３％ 【岩城製薬】 [-17.2]1

ステロネマ注腸１．５ｍｇ〔Ｃ〕(ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム)

ステロネマ注腸１．５ｍｇ 【日医工】 [-0]2

ステロネマ注腸３ｍｇ〔Ｃ〕(ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム)

ステロネマ注腸３ｍｇ 【日医工】 [-0]7

ゼポラステープ２０ｍｇ〔Ａ〕(フルルビプロフェン)

ファルケンテープ２０ｍｇ 【祐徳薬品】 [-4.3]24

ゼポラステープ４０ｍｇ〔Ａ〕(フルルビプロフェン)

ファルケンテープ４０ｍｇ 【祐徳薬品】 [-7]17

セルタッチテープ７０〔Ａ〕(フェルビナク)

「ＥＭＥＣ」 【救急薬品工業】 [-]30

フレックステープ７０ｍｇ 【久光製薬】 [-]11

スミルテープ７０ｍｇ 【三笠製薬】 [-]3

セルタッチパップ１４０〔Ａ〕(フェルビナク)

「ラクール」 【三友薬品】 [-12.2]3

フェルビスパップ１４０ｍｇ 【東光薬工】 [-12.2]2

セルタッチパップ７０〔Ａ〕(フェルビナク)

マルチネスパップ７０ｍｇ 【大石膏盛堂】 [-7.8]18

セルスポットパップ７０ｍｇ 【大原薬品工業】 [-7.8]17

「ＮＰ」 【ニプロパッチ】 [-7.8]15

「ラクール」 【三友薬品】 [-7.8]4

「東光」 【東光薬工】 [-7.8]1

フェルビスパップ７０ｍｇ 【東光薬工】 [-7.8]1

セブテットパップ７０ｍｇ 【沢井製薬】 [-7.8]1

ソアナース軟膏〔Ａ〕(精製白糖・ポビドンヨード)

イソジンシュガーパスタ軟膏 【日東メディック】 [-27.4]15

ネグミンシュガー軟膏 【マイラン製薬】 [-24.2]5

スクロードパスタ 【共和薬工】 [-24.2]3

イソジンシュガーパスタ軟膏 【一般名収載】 [-27.4]3

ゾビラックス眼軟膏３％〔Ａ〕(アシクロビル)

ビルレクス眼軟膏３％ 【日本点眼薬研究所】 [-82.5]9

ゾビラックスクリーム５％〔Ａ〕(アシクロビル)

ビルヘキサルクリーム５％ 【サンド】 [-189.4]1

ゾビラックス軟膏５％〔Ａ〕(アシクロビル)

「テバ」 【大正薬工】 [-189.4]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-189.4]2

エアーナース軟膏５％ 【東光薬工】 [-189.4]1

ダイアコートクリーム０．０５％〔Ａ〕(ジフロラゾン酢酸エステル)

アナミドールクリーム０．０５％ 【岩城製薬】 [-17.4]5

アナミドールクリーム０．０５％ 【岩城製薬】 [-17.4]1

ダイアコート軟膏０．０５％〔Ａ〕(ジフロラゾン酢酸エステル)

アナミドール軟膏０．０５％ 【岩城製薬】 [-17.4]7

ダラシンＴゲル１％〔Ａ〕(クリンダマイシンリン酸エステル)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-14.5]5

「クラシエ」 【シオノケミカル】 [-14.5]4

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-14.5]2

「ＤＫ」 【大興製薬】 [-14.5]2

タリビッド眼軟膏０．３％〔Ａ〕(オフロキサシン)

オフロキシン眼軟膏０．３％ 【東亜薬品】 [-41.7]16

タリビッド耳科用液０．３％〔Ａ〕(オフロキサシン)

タリザート耳科用液０．３％ 【大正薬工】 [-34.6]12

タリビッド点眼液０．３％〔Ａ〕(オフロキサシン)

オフテクター点眼液０．３％ 【富士薬品】 [-45.8]17

オプール点眼液０．３％ 【沢井製薬】 [-62.6]12

オフロキシン点眼液０．３％ 【東亜薬品】 [-45.8]9

「ＪＧ」 【長生堂】 [-62.6]7
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マロメール点眼液０．３％ 【大興製薬】 [-62.6]7

「サワイ」 【沢井製薬】 [-62.6]4

オルカビット点眼液０．３％ 【テバ製薬】 [-62.6]3

オーハラキシン点眼液０．３％ 【大原薬品工業】 [-62.6]3

「日医工」 【日医工】 [-62.6]2

ファルキサシン点眼液０．３％ 【キョーリンリメディオ】 [-78]2

タリフロン点眼液０．３％ 【東和薬品】 [-62.6]2

「テバ」 【大正薬工】 [-62.6]1

「日新」 【日新（山形）】 [-62.6]1

チニダゾール腟錠２００ｍｇ〔Ｃ〕(チニダゾール)

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-0]1

チモプトールＸＥ点眼液０．２５％〔Ａ〕(チモロールマレイン酸塩)

「ニットー」 【東亜薬品】 [-167.1]2

チモプトールＸＥ点眼液０．５％〔Ａ〕(チモロールマレイン酸塩)

「ニットー」 【東亜薬品】 [-234.7]9

チモプトール点眼液０．２５％〔Ａ〕(チモロールマレイン酸塩)

チモレート点眼液０．２５％ 【ニッテン】 [-165.1]5

チモロール点眼液Ｔ０．２５％ 【東亜薬品】 [-177.5]2

チモプトール点眼液０．５％〔Ａ〕(チモロールマレイン酸塩)

チモレート点眼液０．５％ 【ニッテン】 [-225.1]26

チモレートＰＦ点眼液０．５％ 【日本点眼薬研究所】 [-225.1]11

チモロール点眼液Ｔ０．５％ 【東亜薬品】 [-245.6]10

チアブート点眼液０．５％ 【日新（山形）】 [-245.6]2

リズモン点眼液０．５％ 【わかもと】 [-225.1]2

チモロールマレイン酸塩０．５％１ｍＬ点眼液 【一般名収載】 [-245.6]1

「テイカ」 【テイカ製薬】 [-245.6]1

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０５％点眼液Ｔ〔Ｃ〕(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)

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０５％点眼液Ｔ 【日東メディック】 [-0]1

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％眼軟膏Ｔ〔Ｃ〕(デキサメタゾン)

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％眼軟膏Ｔ 【日東メディック】 [-0]13

デキサメタゾン０．１％軟膏〔Ｃ〕(デキサメタゾン)

「イワキ」 【岩城製薬】 [-0]6

デキサメタゾン０．１％ローション〔Ｃ〕(デキサメタゾン)

デキサメタゾン０．１％ローション 【一般名収載】 [-0]3

「イワキ」 【岩城製薬】 [-0]2

テクスメテン軟膏０．１％〔Ａ〕(ジフルコルトロン吉草酸エステル)

アルゾナ軟膏０．１％ 【東光薬工】 [-18.6]1

テクスメテン　ユニバーサル　クリーム０．１％〔Ａ〕(ジフルコルトロン吉
草酸エステル)

アルゾナユニバーサルクリーム０．１％ 【東光薬工】 [-18.6]1

デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ〔Ａ〕(フェンタニル)

「ＨＭＴ」 【久光製薬】 [-603.4]3

デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ〔Ａ〕(フェンタニル)

「ＨＭＴ」 【久光製薬】 [-1017]1

デルモベートクリーム０．０５％〔Ａ〕(クロベタゾールプロピオン酸エステ
ル)

マイアロンクリーム０．０５％ 【前田薬品】 [-19.1]7

ソルベガクリーム０．０５％ 【久光製薬】 [-7.2]3

グリジールクリーム０．０５％ 【佐藤製薬】 [-21.9]1

デルモベートスカルプローション０．０５％〔Ａ〕(クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル)

グリジールスカルプローション０．０５％ 【佐藤製薬】 [-23.6]10

マイアロンローション０．０５％ 【前田薬品】 [-23.6]5

デルトピカローション０．０５％ 【岩城製薬】 [-26.4]2

デルモベート軟膏０．０５％〔Ａ〕(クロベタゾールプロピオン酸エステル)

ソルベガ軟膏０．０５％ 【久光製薬】 [-7.2]20

マイアロン軟膏０．０５％ 【前田薬品】 [-19.1]18

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-21.9]5

クロベタゾールプロピオン酸エステル０．０５％軟膏 【一般名収載】 [-
21.9]

2

グリジール軟膏０．０５％ 【佐藤製薬】 [-21.9]1

点眼・点鼻用リンデロンＡ液〔Ｄ〕(フラジオマイシン硫酸塩・ベタメタゾン
リン酸エステルナトリウム)

ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 【日本点眼薬研究所】 [-42.2]2

トプシムクリーム０．０５％〔Ａ〕(フルオシノニド)

ベスタゾンクリーム０．０５％ 【池田薬品工業】 [-16.4]1

シマロンクリーム０．０５％ 【東興薬工】 [-7.8]1

ソルニムクリーム０．０５％ 【東和薬品】 [-16.4]1

トプシム軟膏０．０５％〔Ａ〕(フルオシノニド)

ベスタゾン軟膏０．０５％ 【池田薬品工業】 [-16.4]1

トラメラス点眼液０．５％〔Ａ〕(トラニラスト)

アレニスト点眼液０．５％ 【東亜薬品】 [-147.6]11

「サワイ」 【沢井製薬】 [-147.6]10

「ＴＳ」 【テイカ製薬】 [-147.6]3

トリシノロンゲル０．１％〔Ｃ〕(トリアムシノロンアセトニド)

トリシノロンゲル０．１％ 【東興薬工】 [-0]1

トリアムシノロンアセトニド０．１％軟膏 【一般名収載】 [-22.4]1

ナウゼリン坐剤１０〔Ａ〕(ドンペリドン)

「日新」 【日新（山形）】 [-27.6]3

アースレナン坐剤１０ 【ローマン】 [-27.6]2

「ＪＧ」 【長生堂】 [-27.6]1

ナウゼリン坐剤３０〔Ａ〕(ドンペリドン)

「ＪＧ」 【長生堂】 [-54.8]2

「日新」 【日新（山形）】 [-43.4]2

アースレナン坐剤３０ 【ローマン】 [-43.4]2

ナサニール点鼻液０．２％〔Ａ〕(酢酸ナファレリン)

ナファレリール点鼻液０．２％ 【富士製薬工業】 [-2757.8]1

ナパゲルン軟膏３％〔Ａ〕(フェルビナク)

スミルスチック３％ 【三笠製薬】 [-0.8]198

ナパゲルンローション３％〔Ａ〕(フェルビナク)

スミルローション３％ 【三笠製薬】 [-4.7]36

「ラクール」 【東光薬工】 [-4.7]13

ナボールパップ１４０ｍｇ〔Ａ〕(ジクロフェナクナトリウム)

「日本臓器」 【日本臓器】 [-9.6]3

「ラクール」 【三友薬品】 [-9.6]1

ナボールパップ７０ｍｇ〔Ａ〕(ジクロフェナクナトリウム)

「日本臓器」 【日本臓器】 [-6.3]2

ニゾラールクリーム２％〔Ａ〕(ケトコナゾール)

ケトパミンクリーム２％ 【東光薬工】 [-17.8]8

ニトラゼンクリーム２％ 【岩城製薬】 [-17.8]5

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-17.8]3

ニゾラールローション２％〔Ａ〕(ケトコナゾール)

ニトラゼンローション２％ 【岩城製薬】 [-17.8]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-17.8]1

日点アトロピン点眼液１％〔Ｃ〕(アトロピン硫酸塩水和物)

日点アトロピン点眼液１％ 【日本点眼薬研究所】 [-0]8

ニフラン点眼液０．１％〔Ａ〕(プラノプロフェン)

プロラノン点眼液０．１％ 【参天製薬】 [-17.8]79

ムルキナ点眼液０．１％ 【日東メディック】 [-17.8]17

「わかもと」 【わかもと】 [-24.5]13

ハオプラ点眼液０．１％ 【日本点眼薬研究所】 [-17.8]8

ネリゾナ軟膏０．１％〔Ａ〕(ジフルコルトロン吉草酸エステル)

アルゾナ軟膏０．１％ 【東光薬工】 [-18.6]1

ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％〔Ａ〕(ジフルコルトロン吉草酸エ
ステル)

アルゾナユニバーサルクリーム０．１％ 【東光薬工】 [-18.6]1
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ネリプロクト坐剤〔Ａ〕(ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン)

ネリザ坐剤 【ジェイドルフ製薬】 [-17]5

ネリプロクト軟膏〔Ａ〕(ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン)

ネリザ軟膏 【ジェイドルフ製薬】 [-13.6]7

ネリコルト軟膏 【大正薬工】 [-13.6]5

ノードマントローチ０．２５ｍｇ〔Ｃ〕(デカリニウム塩化物)

「明治」 【ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ】 [-0]270

ノードマントローチ０．２５ｍｇ 【テバ製薬】 [-0]8

ハイパジールコーワ点眼液０．２５％〔Ａ〕(ニプラジロール)

「わかもと」 【わかもと】 [-104.9]12

「ニッテン」 【ニッテン】 [-104.9]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-104.9]2

「日点」 【日本点眼薬研究所】 [-104.9]2

「ＴＯＡ」 【東亜薬品】 [-104.9]1

バウロ散含嗽用０．４％〔Ｃ〕(アズレンスルホン酸ナトリウム水和物)

マズレニンガーグル散０．４％ 【丸石製薬】 [-0]6

アズレン散含嗽用０．４％（大正薬品） 【大正薬工】 [-0]4

バウロ散含嗽用０．４％ 【堀井薬品工業】 [-0]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-0]2

「トーワ」 【東和薬品】 [-0]1

バキソ坐剤２０ｍｇ〔Ａ〕(ピロキシカム)

「ＪＧ」 【長生堂】 [-118.5]1

バクシダール点眼液０．３％〔Ａ〕(ノルフロキサシン)

ノキサシン点眼液０．３％ 【わかもと】 [-45.6]4

パスタロンクリーム１０％〔Ａ〕(尿素)

ベギンクリーム１０％ 【藤永製薬】 [-1.7]51

アセチロールクリーム１０％ 【ポーラファルマ】 [-1.7]14

ウリモックスクリーム１０％ 【池田薬品工業】 [-1.7]5

パスタロンクリーム２０％〔Ａ〕(尿素)

ベギンクリーム２０％ 【藤永製薬】 [-1.7]17

アセチロールクリーム２０％ 【ポーラファルマ】 [-1.7]6

ワイドコールクリーム２０％ 【池田薬品工業】 [-1.7]3

パスタロンソフト軟膏２０％〔Ａ〕(尿素)

ケラベンス軟膏２０％ 【シオノケミカル】 [-1.7]4

パステルハップ〔Ｃ〕(パップ剤)

パステルハップ 【大石膏盛堂】 [-0]2

パルデスクリーム０．０５％〔Ｃ〕(クロベタゾン酪酸エステル)

パルデスクリーム０．０５％ 【岩城製薬】 [-0]4

パンデルクリーム０．１％〔Ａ〕(酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン)

イトロンクリーム０．１％ 【岩城製薬】 [-19.8]2

パンデル軟膏０．１％〔Ａ〕(酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン)

イトロン軟膏０．１％ 【岩城製薬】 [-19.8]2

パンデルローション０．１％〔Ａ〕(酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン)

イトロンローション０．１％ 【岩城製薬】 [-19.8]2

ヒアレイン点眼液０．１％〔Ａ〕(ヒアルロン酸ナトリウム)

ティアバランス点眼液０．１％ 【千寿製薬】 [-124.8]128

ヒアロンサン点眼液０．１％ 【東亜薬品】 [-124.8]93

「日点」 【日本点眼薬研究所】 [-247.1]53

アイケア点眼液０．１％ 【科研製薬】 [-124.8]29

「ファイザー」 【ファイザー】 [-247.1]12

ヒアール点眼液０．１ 【キョーリンリメディオ】 [-247.1]6

「わかもと」 【わかもと】 [-247.1]5

「日新」 【日新（山形）】 [-247.1]2

「ニッテン」 【ニッテン】 [-247.1]1

ヒアレイン点眼液０．３％〔Ａ〕(ヒアルロン酸ナトリウム)

ヒアロンサン点眼液０．３％ 【東亜薬品】 [-198.1]23

ティアバランス点眼液０．３％ 【千寿製薬】 [-198.1]17

「ファイザー」 【ファイザー】 [-358.1]3

ヒアレインミニ点眼液０．３％〔Ａ〕(ヒアルロン酸ナトリウム)

ヒアロンサンミニ点眼液０．３％ 【東亜薬品】 [-6]1

ビーソフテン外用スプレー０．３％〔Ｃ〕(ヘパリン類似物質)

ビーソフテン外用スプレー０．３％ 【日医工】 [-0]41

「サトウ」 【佐藤製薬】 [-0]8

「ファイザー」 【ファイザー】 [-0]5

「ＰＰ」 【イセイ】 [-0]4

「ニプロ」 【ニプロ】 [-0]1

ビジュアリン眼科耳鼻科用液０．１％〔Ｃ〕(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)

ビジュアリン眼科耳鼻科用液０．１％ 【千寿製薬】 [-0]3

ビソルボン吸入液０．２％〔Ａ〕(ブロムヘキシン塩酸塩)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-7.2]9

ヒルドイドクリーム０．３％〔Ｄ〕(ヘパリン類似物質)

ビーソフテンクリーム０．３％ 【日医工ファーマ】 [-15.2]112

「アメル」 【共和薬工】 [-15.2]1

ヒルドイドゲル０．３％〔Ｄ〕(ヘパリン類似物質)

ホソイドンゲル０．３％ 【東和薬品】 [-7.8]1

ビーソフテンゲル０．３％ 【帝国製薬】 [-7]1

ヒルドイドソフト軟膏０．３％〔Ｄ〕(ヘパリン類似物質)

ビーソフテン油性クリーム０．３％ 【日医工】 [-15.2]112

ヘパリン類似物質軟膏 【一般名収載】 [-18.1]4

「ニプロ」 【ニプロ】 [-18.1]3

「ニットー」 【日東メディック】 [-18.1]1

ヒルドイドローション０．３％〔Ｄ〕(ヘパリン類似物質)

ビーソフテンローション０．３％ 【日医工ファーマ】 [-15.2]104

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-15.2]2

「ニプロ」 【ニプロ】 [-18.1]2

エアリートローション０．３％ 【東光薬工】 [-18.1]1

ファルジーテープ３５ｍｇ〔Ｃ〕(フェルビナク)

フェルナビオンテープ３５ 【岡山大鵬】 [-0]40

スミルテープ３５ｍｇ 【三笠製薬】 [-0]25

フェルデン坐剤２０ｍｇ〔Ａ〕(ピロキシカム)

「ＪＧ」 【長生堂】 [-118.5]1

フェルナビオンテープ７０〔Ｃ〕(温感)

フェルナビオンパップ７０ 【岡山大鵬】 [-]66

フェルナビオンテープ７０ 【岡山大鵬】 [-]43

フラビタン点眼液０．０５％〔Ｄ〕(フラビンアデニンジヌクレオチド)

「サンテン」 【参天製薬】 [-10.6]3

「ニットー」 【日東メディック】 [-10.6]1

フランドルテープ４０ｍｇ〔Ａ〕(硝酸イソソルビド)

「ＥＭＥＣ」 【救急薬品工業】 [-40.2]27

アンタップテープ４０ｍｇ 【帝人ファーマ】 [-21.1]17

「サワイ」 【沢井製薬】 [-21.1]17

イソピットテープ４０ｍｇ 【東光薬工】 [-21.1]4

リファタックテープ４０ｍｇ 【メディサ新薬】 [-40.2]2

「テイコク」 【帝国製薬】 [-21.1]1

プリビーシー液０．０２％〔Ｃ〕(ベンザルコニウム塩化物)

プリビーシー液０．０２％ 【大塚工場】 [-0]10

フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用〔Ａ〕(フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル)

スカイロン点鼻液５０μｇ２８噴霧用 【東興薬工】 [-247.3]17

「サワイ」 【沢井製薬】 [-247.3]16

ミリカレット点鼻液５０μｇ２８噴霧用 【大正薬工】 [-247.3]6

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-247.3]4

フルチカノーズ点鼻液５０μｇ　２８噴霧用 【ハイゾン】 [-247.3]3

「トーワ」 【東和薬品】 [-247.3]2

「日医工」 【日医工】 [-247.3]2

「ＮｉｋＰ」 【日医工ファーマ】 [-247.3]1

「アメル」 【共和薬工】 [-247.3]1
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フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用〔Ａ〕(フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル)

スカイロン点鼻液５０μｇ５６噴霧用 【東興薬工】 [-509.4]14

「サワイ」 【沢井製薬】 [-509.4]11

ミリカレット点鼻液５０μｇ５６噴霧用 【大正薬工】 [-509.4]10

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-509.4]7

「イセイ」 【イセイ】 [-882.2]5

フルチカノーズ点鼻液５０μｇ　５６噴霧用 【ハイゾン】 [-509.4]3

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-509.4]2

フロラーズ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 【日本臓器】 [-509.4]2

ファビ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 【三和化学】 [-509.4]1

プロピオン酸フルチカゾン点鼻５０ＰＨ５６　４．０８ｍｇ８ｍＬ 【キョーリン
リメディオ】 [-]

1

「トーワ」 【東和薬品】 [-509.4]1

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-509.4]1

フルメタクリーム〔Ａ〕(モメタゾンフランカルボン酸エステル)

マイセラクリーム０．１％ 【前田薬品】 [-20.5]1

フルメタ軟膏〔Ａ〕(モメタゾンフランカルボン酸エステル)

マイセラ軟膏０．１％ 【前田薬品】 [-20.5]1

「イワキ」 【岩城製薬】 [-20.5]1

フルメトロン点眼液０．０２％〔Ａ〕(フルオロメトロン)

フルオロメトロン０．０２％点眼液Ｔ 【日東メディック】 [-24.6]23

オドメール点眼液０．０２％ 【千寿製薬】 [-24.6]20

フルオメソロン０．０２％点眼液 【日本点眼薬研究所】 [-24.6]20

フルメトロン点眼液０．１％〔Ａ〕(フルオロメトロン)

フルオロメトロン０．１％点眼液Ｔ 【日東メディック】 [-46.9]47

オドメール点眼液０．１％ 【千寿製薬】 [-43.3]44

フルオメソロン０．１％点眼液 【日本点眼薬研究所】 [-43.3]27

フルオロメトロン０．１％１ｍＬ点眼液 【一般名収載】 [-46.9]3

フルルバンパップ４０ｍｇ〔Ａ〕(フルルビプロフェン)

ファルケンテープ４０ｍｇ 【祐徳薬品】 [-7]17

プレドニゾロン軟膏０．５％〔Ｃ〕(プレドニゾロン)

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-0]6

プレドニン眼軟膏〔Ｄ〕(プレドニゾロン酢酸エステル)

酢酸プレドニゾロン０．２５％眼軟膏Ｔ 【日東メディック】 [-10.4]17

プレドネマ注腸２０ｍｇ〔Ｃ〕(プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム)

プレドネマ注腸２０ｍｇ 【杏林製薬】 [-0]4

プロクトセディル軟膏〔Ｄ〕(ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤)

ヘモレックス軟膏 【ジェイドルフ製薬】 [-4.7]23

フロジン外用液５％〔Ｃ〕(カルプロニウム塩化物)

フロジン外用液５％ 【ニプロパッチ】 [-0]54

アロビックス外用液５％ 【長生堂】 [-19.4]10

プロトピック軟膏０．１％〔Ａ〕(タクロリムス水和物)

「タカタ」 【高田製薬】 [-46.3]12

「ＰＰ」 【ポーラファルマ】 [-46.3]6

「イワキ」 【岩城製薬】 [-46.3]2

ブロナック点眼液０．１％〔Ａ〕(ブロムフェナクナトリウム水和物)

「日新」 【日新（山形）】 [-41.3]14

フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴霧用〔Ｃ〕(フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル)

フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 【日本臓器】 [-0]1

フロリードＤクリーム１％〔Ａ〕(ミコナゾール硝酸塩)

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-8.5]8

ベトネベートクリーム０．１２％〔Ｄ〕(ベタメタゾン吉草酸エステル)

ベタメタゾン吉草酸エステル０．１２％クリーム 【一般名収載】 [-22.6]1

ベトネベート軟膏０．１２％〔Ｄ〕(ベタメタゾン吉草酸エステル)

デルモゾール軟膏０．１２％ 【岩城製薬】 [-22.6]4

ベタメタゾン吉草酸エステル０．１２％軟膏 【一般名収載】 [-22.6]1

ベトプティック点眼液０．５％〔Ａ〕(ベタキソロール塩酸塩)

ベタキール０．５％点眼液 【沢井製薬】 [-140.1]1

ペンタサ注腸１ｇ〔Ａ〕(メサラジン)

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-229.1]3

ペンレステープ１８ｍｇ〔Ａ〕(リドカイン)

「ニプロ」 【ニプロパッチ】 [-13.1]3

ユーパッチテープ１８ｍｇ 【祐徳薬品】 [-13.1]1

ホクナリンテープ０．５ｍｇ〔Ａ〕(ツロブテロール)

「ＨＭＴ」 【久光製薬】 [-15.3]20

「サワイ」 【沢井製薬】 [-15.3]10

「ファイザー」 【ファイザー】 [-23.8]2

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-15.3]1

セキナリンテープ０．５ｍｇ 【東和薬品】 [-15.3]1

「日医工」 【日医工】 [-15.3]1

ホクナリンテープ１ｍｇ〔Ａ〕(ツロブテロール)

「ＨＭＴ」 【久光製薬】 [-19.8]33

「サワイ」 【沢井製薬】 [-30.3]16

「ファイザー」 【ファイザー】 [-30.3]5

セキナリンテープ１ｍｇ 【東和薬品】 [-19.8]3

「ＹＰ」 【祐徳薬品】 [-19.8]2

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-30.3]2

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-30.3]2

「日医工」 【日医工】 [-19.8]1

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-19.8]1

ホクナリンテープ２ｍｇ〔Ａ〕(ツロブテロール)

「ＨＭＴ」 【久光製薬】 [-30.4]82

「サワイ」 【沢井製薬】 [-30.4]32

「日医工」 【日医工】 [-41.2]8

「ＳＮ」 【シオノケミカル】 [-30.4]7

「オーハラ」 【大原薬品工業】 [-41.2]6

セキナリンテープ２ｍｇ 【東和薬品】 [-30.4]6

「ファイザー」 【ファイザー】 [-41.2]6

「ＮＰ」 【ニプロ】 [-41.2]4

「タカタ」 【高田製薬】 [-30.4]3

「ＹＰ」 【祐徳薬品】 [-30.4]3

「ＱＱ」 【救急薬品工業】 [-30.4]2

「ＥＭＥＣ」 【ニプロパッチ】 [-30.4]1

ボチシート２０％〔Ｃ〕(亜鉛華)

ボチシート２０％ 【帝国製薬】 [-0]3

ボルタレンゲル１％〔Ａ〕(ジクロフェナクナトリウム)

アデフロニックゲル１％ 【テバ製薬】 [-2.7]20

「日本臓器」 【東光薬工】 [-2.7]14

「ラクール」 【三友薬品】 [-2.7]6

ベギータゲル１％ 【シオノケミカル】 [-2.7]5

ボルタレンサポ１２．５ｍｇ〔Ａ〕(ジクロフェナクナトリウム)

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-25]3

ボンフェナック坐剤１２．５ 【京都薬工】 [-25]3

「日医工」 【日医工】 [-25]2

「ＣＨ」 【長生堂】 [-25]1

ボルタレンサポ２５ｍｇ〔Ａ〕(ジクロフェナクナトリウム)

ボンフェナック坐剤２５ 【京都薬工】 [-31.5]23

アデフロニックズポ２５ 【テバ製薬】 [-31.5]14

ボナフェック坐剤２５ 【日新（山形）】 [-31.5]10

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-31.5]9

「ＣＨ」 【長生堂】 [-31.5]7

「日医工」 【日医工】 [-31.5]3

ボルタレンサポ５０ｍｇ〔Ａ〕(ジクロフェナクナトリウム)

ボンフェナック坐剤５０ 【京都薬工】 [-35.6]17

ボナフェック坐剤５０　５０ｍｇ 【日新（山形）】 [-43.8]14

アデフロニックズポ５０　５０ｍｇ 【テバ製薬】 [-43.8]14

ジクロフェナクナトリウム５０ｍｇ坐剤 【一般名収載】 [-43.8]8

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-43.8]6

「ＣＨ」 【長生堂】 [-43.8]3

「日医工」 【日医工】 [-35.6]2
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ボルタレンテープ１５ｍｇ〔Ａ〕(ジクロフェナクナトリウム)

「ユートク」 【祐徳薬品】 [-6.3]27

「ＮＰ」 【ニプロパッチ】 [-6.3]6

「日本臓器」 【日本臓器】 [-6.3]4

「テイコク」 【テイコクメディックス】 [-6.3]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-6.3]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-6.3]1

ボルタレンテープ３０ｍｇ〔Ａ〕(ジクロフェナクナトリウム)

「ユートク」 【祐徳薬品】 [-9.6]28

「日本臓器」 【日本臓器】 [-9.6]4

「ＮＰ」 【ニプロパッチ】 [-9.6]4

「テイコク」 【テイコクメディックス】 [-9.6]2

「ラクール」 【三友薬品】 [-9.6]1

「トーワ」 【東和薬品】 [-9.6]1

ボルタレンローション１％〔Ａ〕(ジクロフェナクナトリウム)

「日本臓器」 【東光薬工】 [-2.7]17

「ラクール」 【東光薬工】 [-2.7]7

ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ〔Ａ〕(タカルシトール水和物)

アルファタカシル軟膏２μｇ／ｇ 【大正薬工】 [-53.4]7

マイコスポール外用液１％〔Ａ〕(ビホナゾール)

ビホナゾール１％液 【一般名収載】 [-33.3]3

ビスコポール外用液１％ 【龍角散】 [-33.3]2

レンチェンス外用液１％ 【陽進堂】 [-33.3]1

マイコスポールクリーム１％〔Ａ〕(ビホナゾール)

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-33.3]5

ビスコポールクリーム１％ 【龍角散】 [-33.3]5

ビホナゾール１％クリーム 【一般名収載】 [-33.3]3

ビクロノールクリーム１％ 【岩城製薬】 [-33.3]2

ホスポールクリーム１％ 【沢井製薬】 [-33.3]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-33.3]1

ゼルスクリーム１％ 【前田薬品】 [-25.7]1

マイコゾールクリーム１％ 【共和薬工】 [-33.3]1

ビルミチンクリーム１％ 【大正薬工】 [-33.3]1

マリンゾールクリーム１％ 【佐藤製薬】 [-33.3]1

マイザークリーム０．０５％〔Ａ〕(ジフルプレドナート)

スチブロンクリーム０．０５％ 【岩城製薬】 [-14.5]4

マイザー軟膏０．０５％〔Ａ〕(ジフルプレドナート)

スチブロン軟膏０．０５％ 【岩城製薬】 [-14.5]14

サイベース軟膏０．０５％ 【前田薬品】 [-10.2]3

「ＫＮ」 【小林化工】 [-10.2]1

マイピリン点眼液〔Ｃ〕(ネオスチグミン・無機塩類配合剤)

マイピリン点眼液 【日本点眼薬研究所】 [-0]9

ミケランＬＡ点眼液１％〔Ａ〕(カルテオロール塩酸塩)

「わかもと」 【わかもと】 [-108.2]1

ミケランＬＡ点眼液２％〔Ａ〕(カルテオロール塩酸塩)

「わかもと」 【わかもと】 [-148.5]5

ミケラン点眼液１％〔Ａ〕(カルテオロール塩酸塩)

ブロキレートＰＦ点眼液１％ 【日本点眼薬研究所】 [-80.8]2

カルテオロール点眼液Ｔ１％ 【東亜薬品】 [-80.8]1

ミケラン点眼液２％〔Ａ〕(カルテオロール塩酸塩)

ブロキレートＰＦ点眼液２％ 【日本点眼薬研究所】 [-108.5]17

カルテオロール点眼液Ｔ２％ 【東亜薬品】 [-108.5]4

「わかもと」 【わかもと】 [-108.5]1

ブロキレート点眼液２％ 【ニッテン】 [-108.5]1

ミドリンＭ点眼液０．４％〔Ｄ〕(トロピカミド)

サンドールＭＹ点眼液０．４％ 【日本点眼薬研究所】 [-5.3]12

ミドリンＰ点眼液〔Ｄ〕(トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩)

サンドールＰ点眼液 【日本点眼薬研究所】 [-5.3]8

ミドレフリンＰ点眼液 【日東メディック】 [-5.3]1

ミルタックスパップ３０ｍｇ〔Ａ〕(ケトプロフェン)

タッチロンパップ３０ 【救急薬品工業】 [-10.1]15

「日医工」 【日医工ファーマ】 [-10.1]11

「ラクール」 【東光薬工】 [-10.1]5

ミロル点眼液０．５％〔Ａ〕(レボブノロール塩酸塩)

「ニッテン」 【日本点眼薬研究所】 [-110]1

ムコゾーム点眼液０．５％〔Ｃ〕(リゾチーム塩酸塩)

ムコゾーム点眼液０．５％ 【参天製薬】 [-0]12

ムコファジン点眼液〔Ｄ〕(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)

ムコティア点眼液 【日本点眼薬研究所】 [-0]1

メサデルムクリーム０．１％〔Ａ〕(デキサメタゾンプロピオン酸エステル)

メインベートクリーム０．１％ 【前田薬品】 [-7.4]2

メサデルム軟膏０．１％〔Ａ〕(デキサメタゾンプロピオン酸エステル)

メインベート軟膏０．１％ 【前田薬品】 [-7.4]3

プロメタゾン軟膏０．１％ 【池田薬品工業】 [-7.4]2

メサデルムローション０．１％〔Ａ〕(デキサメタゾンプロピオン酸エステ
ル)

メインベートローション０．１％ 【前田薬品】 [-7.4]4

メンタックスクリーム１％〔Ａ〕(ブテナフィン塩酸塩)

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-11.8]1

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-11.8]1

メンタックススプレー１％〔Ａ〕(ブテナフィン塩酸塩)

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-18.4]1

「ファイザー」 【マイラン製薬】 [-18.4]1

モーラステープ２０ｍｇ〔Ａ〕(ケトプロフェン)

パテルテープ２０ 【大石膏盛堂】 [-15.6]95

「テイコク」 【帝国製薬】 [-15.6]22

「日医工」 【日医工】 [-15.6]22

レイナノンテープ２０ｍｇ 【シオノケミカル】 [-15.6]11

「ＢＭＤ」 【ビオメディクス】 [-15.6]5

タッチロンテープ２０ 【救急薬品工業】 [-15.6]5

「東光」 【東光薬工】 [-15.6]2

フレストルテープ２０ｍｇ 【東和薬品】 [-15.6]1

モーラステープＬ４０ｍｇ〔Ａ〕(ケトプロフェン)

パテルテープ４０ 【大石膏盛堂】 [-25.6]100

「日医工」 【日医工ファーマ】 [-25.6]33

「テイコク」 【帝国製薬】 [-25.6]19

「ＢＭＤ」 【ビオメディクス】 [-25.6]12

レイナノンテープ４０ｍｇ 【シオノケミカル】 [-25.6]11

タッチロンテープ４０ 【救急薬品工業】 [-25.6]9

フレストルテープ４０ｍｇ 【東和薬品】 [-25.6]1

「東光」 【東光薬工】 [-25.6]1

モーラスパップ３０ｍｇ〔Ａ〕(ケトプロフェン)

タッチロンパップ３０ 【救急薬品工業】 [-10.1]15

「日医工」 【日医工ファーマ】 [-10.1]11

「ラクール」 【東光薬工】 [-10.1]5

モーラスパップ６０ｍｇ〔Ａ〕(ケトプロフェン)

タッチロンパップ６０ 【救急薬品工業】 [-15.7]5

「ラクール」 【東光薬工】 [-15.7]1

ヤクバンテープ２０ｍｇ〔Ａ〕(フルルビプロフェン)

ファルケンテープ２０ｍｇ 【祐徳薬品】 [-4.3]24

ラクール温シップ〔Ｃ〕(パップ剤)

「タイホウ」 【岡山大鵬】 [-0]193

「タカミツ」 【タカミツ】 [-0]4

ラクール冷シップ〔Ｃ〕(パップ剤)

「タイホウ」 【岡山大鵬】 [-0]54

「タカミツ」 【タカミツ】 [-0]17

ラミシール外用液１％〔Ａ〕(テルビナフィン塩酸塩)
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「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.3]13

ケルガー液１％ 【前田薬品】 [-22.3]4

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-15.3]1

ビラス液１％ 【東和薬品】 [-15.3]1

ラミシール外用スプレー１％〔Ａ〕(テルビナフィン塩酸塩)

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-18.8]1

ラミシールクリーム１％〔Ａ〕(テルビナフィン塩酸塩)

「サワイ」 【沢井製薬】 [-22.3]27

「日医工」 【日医工】 [-22.3]9

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-22.3]7

ケルガークリーム１％ 【前田薬品】 [-22.3]4

「ＭＥＥＫ」 【小林化工】 [-22.3]4

「Ｆ」 【富士製薬工業】 [-15.3]3

「マイラン」 【マイラン製薬】 [-15.3]1

ビラスクリーム１％ 【東和薬品】 [-15.3]1

リザベン点眼液０．５％〔Ａ〕(トラニラスト)

アレニスト点眼液０．５％ 【東亜薬品】 [-147.6]11

「サワイ」 【沢井製薬】 [-147.6]10

「ＴＳ」 【テイカ製薬】 [-147.6]3

リドメックスコーワ軟膏０．３％〔Ａ〕(プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸
エステル)

スピラゾン軟膏０．３％ 【岩城製薬】 [-15]1

リドメックスコーワローション０．３％〔Ａ〕(プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル)

スピラゾンローション０．３％ 【岩城製薬】 [-15]6

リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ〔Ａ〕(ベクロメタゾンプロピオン
酸エステル)

「トーワ」 【東和薬品】 [-359.9]8

リボスチン点眼液０．０２５％〔Ａ〕(レボカバスチン塩酸塩)

「ＴＳ」 【テイカ製薬】 [-39.8]16

「ＴＯＡ」 【東亜薬品】 [-39.8]14

「ファイザー」 【ファイザー】 [-39.8]5

「サワイ」 【沢井製薬】 [-39.8]3

「わかもと」 【わかもと】 [-39.8]2

「三和」 【三和化学】 [-39.8]1

リンデロン－ＤＰクリーム〔Ａ〕(ベタメタゾンジプロピオン酸エステル)

「テイコク」 【帝国製薬】 [-17.3]3

デルモゾールＤＰクリーム０．０６４％ 【岩城製薬】 [-22.7]2

リンデロン－ＤＰ軟膏〔Ａ〕(ベタメタゾンジプロピオン酸エステル)

「テイコク」 【帝国製薬】 [-17.3]5

デルモゾールＤＰ軟膏０．０６４％ 【岩城製薬】 [-22.7]3

リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％〔Ａ〕(ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲ
ンタマイシン硫酸塩)

デルモゾールＧクリーム 【岩城製薬】 [-20.9]19

ベトノバールＧクリーム０．１２％ 【佐藤製薬】 [-10.6]13

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩クリーム 【一般名収
載】 [-20.9]

2

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％〔Ａ〕(ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタ
マイシン硫酸塩)

デキサンＶＧ軟膏０．１２％ 【富士製薬工業】 [-19]41

デルモゾールＧ軟膏 【岩城製薬】 [-20.9]26

ベトノバールＧ軟膏０．１２％ 【佐藤製薬】 [-10.6]22

ルリクールＶＧ軟膏０．１２％ 【東和薬品】 [-19]4

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 【一般名収載】
 [-20.9]

2

リンデロン－ＶＧローション〔Ａ〕(ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマ
イシン硫酸塩)

デルモゾールＧローション 【岩城製薬】 [-20.9]16

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩ローション 【一般名
収載】 [-20.9]

2

リンデロン－Ｖローション〔Ｄ〕(ベタメタゾン吉草酸エステル)

デルモゾールローション０．１２％ 【岩城製薬】 [-21.8]1

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％〔Ｄ〕(ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム)

リンベタＰＦ眼耳鼻科用液０．１％ 【日本点眼薬研究所】 [-47.9]90

サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ 【参天製薬】 [-47.9]15

リノロサール眼科耳鼻科用液０．１％ 【わかもと】 [-47.9]8

ベルベゾロン眼耳鼻科用液０．１％ 【ニッテン】 [-47.9]3

レクトス注腸軟膏５０ｍｇ〔Ｃ〕(ジクロフェナクナトリウム)

レクトス注腸軟膏５０ｍｇ 【日医工ファーマ】 [-0]2

レスキュラ点眼液０．１２％〔Ａ〕(イソプロピルウノプロストン)

「タイヨー」 【テバ製薬】 [-132]2

「ニッテン」 【ニッテン】 [-132]2

「サワイ」 【沢井製薬】 [-132]1

レゾルシン〔Ｃ〕(レゾルシン)

「純生」 【純生薬工】 [-0]10

ロキソニンゲル１％〔Ａ〕(ロキソプロフェンナトリウム水和物)

「ＮＰ」 【ニプロパッチ】 [-1.9]10

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-1.9]2

ロキソニンテープ１００ｍｇ〔Ａ〕(ロキソプロフェンナトリウム水和物)

「科研」 【帝国製薬】 [-14.9]100

「ＮＰ」 【ニプロパッチ】 [-14.9]20

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-14.9]19

「ファイザー」 【大石膏盛堂】 [-14.9]15

「ユートク」 【祐徳薬品】 [-14.9]12

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-14.9]9

「トーワ」 【東和薬品】 [-14.9]6

「ＫＯＧ」 【救急薬品工業】 [-14.9]5

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-14.9]4

「日医工」 【日医工】 [-14.9]4

「三笠」 【三笠製薬】 [-14.9]3

「タカタ」 【高田製薬】 [-14.9]3

「三和」 【三和化学】 [-14.9]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-14.9]2

「ＹＤ」 【陽進堂】 [-14.9]1

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-14.9]1

「アメル」 【共和薬工】 [-14.9]1

ロキソニンテープ５０ｍｇ〔Ａ〕(ロキソプロフェンナトリウム水和物)

「科研」 【帝国製薬】 [-9.8]69

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-9.8]22

「ファイザー」 【大石膏盛堂】 [-9.8]14

「ＮＰ」 【ニプロパッチ】 [-9.8]14

「ユートク」 【祐徳薬品】 [-9.8]9

「ＥＥ」 【エルメッドエーザイ】 [-9.8]7

「トーワ」 【東和薬品】 [-9.8]5

「ＫＯＧ」 【救急薬品工業】 [-9.8]3

「三笠」 【三笠製薬】 [-9.8]3

「日医工」 【日医工】 [-9.8]3

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-9.8]2

「ＦＦＰ」 【富士フイルムファーマ】 [-9.8]2

「杏林」 【キョーリンリメディオ】 [-9.8]1

「三和」 【三和化学】 [-9.8]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-9.8]1

ロキソニンパップ１００ｍｇ〔Ａ〕(ロキソプロフェンナトリウム水和物)

「三笠」 【三笠製薬】 [-14.9]8

「ＮＰ」 【ニプロパッチ】 [-14.9]7

「トーワ」 【東和薬品】 [-14.9]5

「ケミファ」 【日本ケミファ】 [-14.9]4

「ファイザー」 【大石膏盛堂】 [-14.9]3

「日医工」 【日医工】 [-14.9]2

「ＪＧ」 【日本ジェネリック】 [-14.9]1

「タカタ」 【高田製薬】 [-14.9]1

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ〔Ｃ〕(温感)

「タイホウ」 【岡山大鵬】 [-]48

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ〔Ｃ〕(温感)

「タイホウ」 【岡山大鵬】 [-]22

ロキソプロフェンＮａパップ２００ｍｇ〔Ｃ〕(ロキソプロフェンナトリウム水和
物)

「三笠」 【三笠製薬】 [-0]8

ロコイド軟膏０．１％〔Ａ〕(ヒドロコルチゾン酪酸エステル)
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アボコート軟膏０．１％ 【佐藤製薬】 [-7]40

ワプロン口腔用貼付剤２５μｇ〔Ｃ〕(トリアムシノロンアセトニド)

アフタシール２５μｇ 【帝国製薬】 [-]8

ワプロン口腔用貼付剤２５μｇ 【救急薬品工業】 [-]8
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