
薬価基準未収載

富山県富山市婦中町萩島3697番地8号
http://www.yoshindo.co.jp/

お客様相談室（フリーダイヤル）
9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

70120-647-734

［成分名］オロパタジン塩酸塩
［類似品］アレロック錠２.５・５

（協和発酵キリン）
［包　装］錠２.５M：PTP：１００錠、５００錠

錠５M：PTP：１００錠、５００錠
バラ：５００錠

［成分名］モサプリドクエン酸塩水和物
［類似品］ガスモチン錠２.５M・５M

（大日本住友）
［包　装］錠２.５M：PTP：１００錠

錠５M：PTP：１００錠、５００錠
バラ：５００錠

［成分名］ラフチジン
［類似品］プロテカジン錠５・１０

（大鵬薬品）
［包　装］錠５M：PTP：１００錠

錠１０M：PTP：１００錠、５００錠
バラ：５００錠

アレルギー性疾患治療剤消化管運動機能改善剤H2受容体拮抗剤

※錠剤・PTPの大きさは原寸大ではありません。
　一部画像はイラストです。

ラフチジン錠
5mg「YD」・10mg「YD」

モサプリドクエン酸塩錠
2.5mg「YD」・5mg「YD」

オロパタジン塩酸塩錠
2.5mg「YD」・5mg「YD」

日本薬局方　モサプリドクエン酸塩錠

錠１０M 錠５M錠５M

錠５M 錠２.５M 錠２.５M



内 用 薬

外 用 薬

製品名 成分・分量 包装 類似品
（企業名）

製品名 製剤画像 成分・分量 包装 類似品
（企業名）

5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤

スマトリプタン錠50mg「YD」

1錠中、
スマトリプタンコハク酸塩
（スマトリプタンとして）
70mg（50mg）

PTP：12錠 イミグラン錠50
（GSK）

HMG-CoA還元酵素阻害剤

アトルバスタチン錠5mg「YD」
局 アトルバスタチンカルシウム錠

1錠中、
アトルバスタチンカルシウム水和物
（アトルバスタチンとして）
5.42mg（5mg）

PTP：100錠、500錠
バラ：500錠

リピトール錠5mg
（アステラス）

HMG-CoA還元酵素阻害剤

アトルバスタチン錠10mg「YD」
局 アトルバスタチンカルシウム錠

1錠中、
アトルバスタチンカルシウム水和物
（アトルバスタチンとして）
10.84mg（10mg）

PTP：100錠、500錠、
700錠

バラ：500錠

リピトール錠10mg
（アステラス）

骨粗鬆症治療剤

アレンドロン酸錠5mg「YD」
局 アレンドロン酸ナトリウム錠

1錠中、
アレンドロン酸ナトリウム水和物
（アレンドロン酸として）
6.53mg（5mg）

PTP：100錠

ボナロン錠5mg
（帝人ファーマ）
フォサマック錠5
（MSD）

骨粗鬆症治療剤

アレンドロン酸錠35mg「YD」
局 アレンドロン酸ナトリウム錠

1錠中、
アレンドロン酸ナトリウム水和物
（アレンドロン酸として）
45.68mg（35mg）

PTP：20錠

ボナロン錠35mg
（帝人ファーマ）
フォサマック錠35mg
（MSD）

骨粗鬆症治療剤

リセドロン酸Na錠2.5mg「YD」
局 リセドロン酸ナトリウム錠

1錠中、
リセドロン酸ナトリウム水和物
（リセドロン酸ナトリウムとして）
2.87mg（2.5mg）

PTP：100錠

ベネット錠2.5mg
（武田）
アクトネル錠2.5mg
（味の素製薬＝エーザイ）

外用合成副腎皮質ホルモン剤

ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05％「YD」

1g中、
ジフロラゾン酢酸エステル　
0.5mg 10g×50

500g

ジフラールクリーム0.05％
（アステラス）
ダイアコートクリーム0.05％
（ファイザー）

外用合成副腎皮質ホルモン剤

ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05％「YD」

1g中、
ジフロラゾン酢酸エステル　
0.5mg 10g×50

500g

ジフラール軟膏0.05％
（アステラス）
ダイアコート軟膏0.05％
（ファイザー）

外用合成副腎皮質ホルモン剤

フルオシノニド軟膏0.05％「YD」

1g中、
フルオシノニド　
0.5mg 10g×50

500g
トプシム軟膏0.05％
（田辺三菱）

外用合成副腎皮質ホルモン剤

フルオシノロンアセトニド軟膏0.025％「YD」

1g中、
フルオシノロンアセトニド　
0.25mg 10g×50

500g
フルコート軟膏0.025％
（田辺三菱）

抗真菌剤

ミコナゾール硝酸塩クリーム1％「YD」

1g中、
ミコナゾール硝酸塩　
10mg 10g×50 フロリードＤクリーム1％

（持田）

血行促進・皮膚保湿剤

クラドイド外用スプレー0.3％

1g中、
ヘパリン類似物質　
3mg 100ｇ×10本 ビーソフテン外用スプレー0.3％

（日医工＝持田）



規 格 揃 え 品

販売名変更品

製品名 成分・分量 包装 類似品
（企業名）

既存規格製品

尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤

ファンデヒーデ錠1mg

1錠中、
オキシブチニン塩酸塩
1mg PTP：100錠 ポラキス錠1

（サノフィ・アベンティス）ファンデヒーデ錠2mg・3mg

スルホニルウレア系経口血糖降下剤

グリメピリド錠0.5mg「YD」
局 グリメピリド錠

1錠中、
グリメピリド　
0.5mg PTP：100錠 アマリール0.5mg錠

（サノフィ・アベンティス）
グリメピリド錠
1mg「YD」・3mg「YD」

製品名 成分・分量 包装 類似品
（企業名）

旧販売名

高脂血症治療剤

プロブコール錠250mg「YD」
局 プロブコール錠

1錠中、
プロブコール　
250mg PTP：100錠、

1000錠

ロレルコ錠250mg
（大塚製薬）
シンレスタール錠250mg
（第一三共エスファ）

ピヨコール錠250mg

胃炎・消化性潰瘍治療剤

アルジオキサ顆粒50％「YD」

1g中、
アルジオキサ　
500mg バラ：1000g イサロン顆粒50％

（あすか製薬＝武田） ヨウアネート顆粒50％

頻尿治療剤

フラボキサート塩酸塩錠200mg「YD」

1錠中、
フラボキサート塩酸塩　
200mg PTP：100錠、

1000錠
ブラダロン錠200mg
（日本新薬） ジステリンク錠200mg

γ-オリザノール製剤

ガンマオリザノール細粒20％「YD」

1g中、
ガンマーオリザノール　
200mg バラ：1000g ハイゼット細粒20％

（大塚製薬） ガンマージャスト細粒20％

抗ヒスタミン剤

クレマスチン錠1mg「YD」

1錠中、
クレマスチンフマル酸塩　
（クレマスチンとして）
1.34mg（1mg）

PTP：100錠、
1000錠

タベジール錠1mg
（ノバルティス） キソラミン錠1mg

抗菌性化学療法剤

ピペミド酸錠250mg「YD」

1錠中、
ピペミド酸水和物　
（ピペミド酸として）
294.5mg（250mg）

PTP：100錠、
1000錠

ドルコール錠250mg
（日医工） ペピミドール錠250mg



内 用 薬

2012年12月追補収載予定品　包装、JANコード、類似品（単位薬価）一覧表

外 用 薬

製　品　名 包装 JANコード 類似品（単位薬価：円）
5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤

スマトリプタン錠50mg「YD」
PTP：  12錠 4987476152401 イミグラン錠50（926.90）

HMG-CoA還元酵素阻害剤

アトルバスタチン錠5mg「YD」

PTP：100錠 4987476151503
リピトール錠5mg（59.40）PTP：500錠 4987476151510

バ ラ：500錠 4987476151527

HMG-CoA還元酵素阻害剤

アトルバスタチン錠10mg「YD」

PTP：100錠 4987476151602

リピトール錠10mg（113.60）
PTP：500錠 4987476151619
PTP：700錠 4987476151626
バ ラ：500錠 4987476151633

H2受容体拮抗剤

ラフチジン錠5mg「YD」
PTP：100錠 4987476152807 プロテカジン錠5（24.40）

H2受容体拮抗剤

ラフチジン錠10mg「YD」

PTP：100錠 4987476152906
プロテカジン錠10（41.30）PTP：500錠 4987476152913

バ ラ：500錠 4987476152937

消化管運動機能改善剤

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「YD」
PTP：100錠 4987476152609 ガスモチン錠2.5mg（11.40）

消化管運動機能改善剤

モサプリドクエン酸塩錠5mg「YD」

PTP：100錠 4987476152708
ガスモチン錠5mg（19.20）PTP：500錠 4987476152715

バ ラ：500錠 4987476152722

尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤

ファンデヒーデ錠1mg
PTP：100錠 4987476152500 ポラキス錠1（21.30）

スルホニルウレア系経口血糖降下剤

グリメピリド錠0.5mg「YD」
PTP：100錠 4987476152302 アマリール0.5mg錠（11.30）

骨粗鬆症治療剤

アレンドロン酸錠5mg「YD」
PTP：100錠 4987476151701

ボナロン錠5mg（105.10）
フォサマック錠5（105.10）

骨粗鬆症治療剤

アレンドロン酸錠35mg「YD」
PTP：  20錠 4987476151800

ボナロン錠35mg（680.00）
フォサマック錠35mg（680.00）

骨粗鬆症治療剤

リセドロン酸Na錠2.5mg「YD」
PTP：100錠 4987476153002

ベネット錠2.5mg（113.20）
アクトネル錠2.5mg（113.20）

アレルギー性疾患治療剤

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「YD」
PTP：100錠 4987476151909

アレロック錠2.5（47.30）
PTP：500錠 4987476151916

アレルギー性疾患治療剤

オロパタジン塩酸塩錠5mg「YD」

PTP：100錠 4987476152005
アレロック錠5（60.20）PTP：500錠 4987476152012

バ ラ：500錠 4987476152029

製　品　名 包装 JANコード 類似品（単位薬価：円）

外用合成副腎皮質ホルモン剤

ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05％「YD」
10g×50 4987476153903 ジフラールクリーム0.05％

（25.90）
ダイアコートクリーム0.05％
（21.10）500g 4987476153910

外用合成副腎皮質ホルモン剤

ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05％「YD」
10g×50 4987476153804 ジフラール軟膏0.05％

（25.90）
ダイアコート軟膏0.05％
（21.10）500g 4987476153811

外用合成副腎皮質ホルモン剤

フルオシノニド軟膏0.05％「YD」
10g×50 4987476153101 トプシム軟膏0.05％

（26.20）500g 4987476153118

外用合成副腎皮質ホルモン剤

フルオシノロンアセトニド軟膏0.025％「YD」
10g×50 4987476154009 フルコート軟膏0.025％

（22.40）500g 4987476154016

抗真菌剤

ミコナゾール硝酸塩クリーム1％「YD」
10g×50 4987476154108

フロリードＤクリーム1％
（16.20）

血行促進・皮膚保湿剤

クラドイド外用スプレー0.3％
100ｇ×10本 4987476152203

ビーソフテン外用スプレー0.3％
（20.20）


