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内用薬 2399006F1390 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ペルキシール錠１００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399006F1404 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 メブチット錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.90
内用薬 2399006F1412 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 セエルミート錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2399006F1420 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 テフメチン錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2399006F1439 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 トリキノシン錠１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.90
内用薬 2399006F1447 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍ

ｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2399006F1455 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ニチマロン錠１００ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2399006F1463 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ベーエム錠１００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.60

内用薬 2399006F1471 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 リーメント錠１００ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399006F1480 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 サキオン錠１００ｍｇ 原沢製薬工業 後発品 5.90
内用薬 2399006F1498 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 サペスロン錠１００ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2399006F1501 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 マストリック錠１００ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2399006F1510 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 トライシー錠１００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399008F1020 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 ガナトン錠５０ｍｇ アボットジャパン 20.30
内用薬 2399008F1039 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 12.70
内用薬 2399008F1047 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 13.30
内用薬 2399008F1055 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 13.30
内用薬 2399008F1063 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 13.90
内用薬 2399008F1071 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 13.30

内用薬 2399008F1080 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 12.70
内用薬 2399008F1098 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹ

Ｋ」
大正薬品工業 後発品 13.90

内用薬 2399008F1101 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 13.90
内用薬 2399008F1110 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 13.90

内用薬 2399008F1128 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 13.30

内用薬 2399008F1136 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 15.00
内用薬 2399008F1144 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 14.50

内用薬 2399008F1152 塩酸イトプリド ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 14.50
内用薬 2399009D1024 メサラジン ５０％１ｇ メサラジン顆粒５０％「ＡＫＰ」 小林化工 後発品 72.60
内用薬 2399009F1025 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 ペンタサ錠２５０ 杏林製薬 55.40
内用薬 2399009F1033 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 後発品 36.80
内用薬 2399009F1041 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 36.80
内用薬 2399009F1050 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 37.70
内用薬 2399009F1068 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 31.90
内用薬 2399009F1076 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 39.30
内用薬 2399009F1084 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 29.40
内用薬 2399009F1092 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 34.50
内用薬 2399009F1106 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「サワイ」 日本薬品工業 後発品 36.10
内用薬 2399009F1114 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 35.10
内用薬 2399009F1122 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 34.50
内用薬 2399009F1130 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 35.10
内用薬 2399009F1149 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 ペンタサ錠２５０ｍｇ 杏林製薬 55.40
内用薬 2399009F2021 メサラジン ５００ｍｇ１錠 ペンタサ錠５００ 杏林製薬 110.20
内用薬 2399009F2030 メサラジン ５００ｍｇ１錠 ペンタサ錠５００ｍｇ 杏林製薬 110.20
内用薬 2399009F3028 メサラジン ４００ｍｇ１錠 アサコール錠４００ｍｇ ゼリア新薬工業 86.50
内用薬 2399010B1026 クエン酸モサプリド １％１ｇ ガスモチン散 大日本住友製薬 41.10
内用薬 2399010B1034 クエン酸モサプリド １％１ｇ ガスモチン散１％ 大日本住友製薬 41.10
内用薬 2399010F1028 クエン酸モサプリド ２．５ｍｇ１錠 ガスモチン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 12.00
内用薬 2399010F2024 クエン酸モサプリド ５ｍｇ１錠 ガスモチン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 20.60
内用薬 2399011C1042 ポリカルボフィルカルシ

ウム
８３．３％１ｇ コロネル細粒８３．３％ アステラス製薬 30.30

内用薬 2399011C1050 ポリカルボフィルカルシ
ウム

８３．３％１ｇ ポリフル細粒８３．３％ アボットジャパン 30.30

内用薬 2399011C1069 ポリカルボフィルカルシ
ウム

８３．３％１ｇ ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％
「日医工」

日医工 後発品 20.70

内用薬 2399011F1022 ポリカルボフィルカルシ
ウム

５００ｍｇ１錠 コロネル錠５００ｍｇ アステラス製薬 19.50

内用薬 2399011F1030 ポリカルボフィルカルシ
ウム

５００ｍｇ１錠 ポリフル錠５００ｍｇ アボットジャパン 19.50

内用薬 2399012M1026 塩酸セビメリン水和物 ３０ｍｇ１カプセル エボザックカプセル３０ｍｇ 第一三共 129.90
内用薬 2399012M1034 塩酸セビメリン水和物 ３０ｍｇ１カプセル サリグレンカプセル３０ｍｇ 日本化薬 124.90
内用薬 2399013F1021 塩酸ピロカルピン ５ｍｇ１錠 サラジェン錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 130.00
内用薬 2399014F1026 塩酸ラモセトロン ２．５μｇ１錠 イリボー錠２．５μｇ アステラス製薬 85.90
内用薬 2399014F2022 塩酸ラモセトロン ５μｇ１錠 イリボー錠５μｇ アステラス製薬 140.20
内用薬 2399100F1022 塩酸ピペタナート・アカ

メガシワエキス
１錠 イリコロンＭ錠 日本新薬 5.80

内用薬 2399100F1057 塩酸ピペタナート・アカ
メガシワエキス

１錠 イリコロンＭ配合錠 日本新薬 5.80

内用薬 2420001F1024 唾液腺ホルモン １０ｍｇ１錠 パロチン錠１０ｍｇ あすか製薬 13.80
内用薬 2431001X1015 乾燥甲状腺 １ｇ 局 乾燥甲状腺 61.90
内用薬 2431001X1031 乾燥甲状腺 １ｇ 局 チラーヂン末 あすか製薬 82.70
内用薬 2431003F1019 リオチロニンナトリウム ５μｇ１錠 局 リオチロニンナトリウム錠 9.60
内用薬 2431003F2015 リオチロニンナトリウム ２５μｇ１錠 局 リオチロニンナトリウム錠 12.40
内用薬 2431004B1020 レボチロキシンナトリウ

ム
０．０１％１ｇ チラーヂンＳ散 あすか製薬 48.50

内用薬 2431004B1038 レボチロキシンナトリウ
ム

０．０１％１ｇ チラーヂンＳ散０．０１％ あすか製薬 48.50
内用薬 2431004F1013 レボチロキシンナトリウ

ム
５０μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60

内用薬 2431004F2010 レボチロキシンナトリウ
ム

２５μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60
内用薬 2431004F3016 レボチロキシンナトリウ

ム
１００μｇ１錠 局 レボチロキシンナトリウム錠 9.60

内用薬 2432001F1017 チアマゾール ５ｍｇ１錠 局 チアマゾール錠 9.60
内用薬 2432002F1011 プロピルチオウラシル ５０ｍｇ１錠 局 プロピルチオウラシル錠 9.60
内用薬 2449003F1021 酢酸メテノロン ５ｍｇ１錠 プリモボラン錠５ｍｇ バイエル薬品 12.80
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内用薬 2452001F1036 酢酸コルチゾン ２５ｍｇ１錠 コートン錠２５ｍｇ 萬有製薬 25.50
内用薬 2452002F1030 ヒドロコルチゾン １０ｍｇ１錠 コートリル錠１０ｍｇ ファイザー 7.80
内用薬 2452003F1035 酢酸フルドロコルチゾン ０．１ｍｇ１錠 フロリネフ錠０．１ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
364.00

内用薬 2454002F1175 デキサメタゾン ０．５ｍｇ１錠 デキサメサゾン錠０．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 5.60

内用薬 2454002F1183 デキサメタゾン ０．５ｍｇ１錠 デカドロン錠０．５ｍｇ 萬有製薬 5.90
内用薬 2454002S1122 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デカドロンエリキシル０．０１％ 萬有製薬 4.20
内用薬 2454002S1130 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デキサメタゾンエリキシル０．０１％

「トーワ」
東和薬品 後発品 1.70

内用薬 2454002S1149 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ デキサメサゾンエリキシル０．０１％
「ニッシン」

日新製薬（山形） 後発品 1.70

内用薬 2454003F1030 トリアムシノロン ４ｍｇ１錠 レダコート錠４ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

26.20

内用薬 2454004B1040 ベタメタゾン ０．１％１ｇ リンデロン散０．１％ 塩野義製薬 33.90
内用薬 2454004B1059 ベタメタゾン ０．１％１ｇ リネステロン散０．１％ 扶桑薬品工業 後発品 21.50
内用薬 2454004F2081 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 6.30
内用薬 2454004F2090 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 リンデロン錠０．５ｍｇ 塩野義製薬 16.70
内用薬 2454004F2103 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 局 リネステロン錠０．５ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2454004Q1078 ベタメタゾン ０．０１％１ｍＬ リンデロンシロップ０．０１％ 塩野義製薬 7.50
内用薬 2456001F1019 プレドニゾロン ５ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 9.60
内用薬 2456001F2015 プレドニゾロン １ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 8.10
内用薬 2456001F3011 プレドニゾロン ２．５ｍｇ１錠 局 プレドニゾロン錠 9.60
内用薬 2456001T1012 プレドニゾロン １ｇ 局 プレドニゾロン 1,121.60
内用薬 2456002B1062 プレドニゾロン １％１ｇ プレドニゾロン散「タケダ」１％ 武田薬品工業 9.60
内用薬 2456003F1034 メチルプレドニゾロン ２ｍｇ１錠 メドロール錠２ｍｇ ファイザー 10.90
内用薬 2456003F2030 メチルプレドニゾロン ４ｍｇ１錠 メドロール錠４ｍｇ ファイザー 20.30
内用薬 2459100F1022 ベタメタゾン・ｄ－マレ

イン酸クロルフェニラミ
１錠 セレスタミン錠 シェリング・プラ

ウ
11.20

内用薬 2459100F1030 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 エンペラシン錠 メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2459100F1049 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 クロコデミン錠 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1057 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 セレスターナ錠 小林化工 後発品 5.60

内用薬 2459100F1065 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ヒスタブロック錠 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1073 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ビヘルス錠 日医工ファーマ 後発品 5.70

内用薬 2459100F1081 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 サクコルチン錠 日医工 後発品 5.60

内用薬 2459100F1090 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ベタセレミン錠 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2459100F1103 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 プラデスミン錠 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1120 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 エンペラシン配合錠 メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2459100F1138 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 クロコデミン配合錠 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1146 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 サクコルチン配合錠 日医工 後発品 5.60

内用薬 2459100F1154 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 セレスターナ配合錠 小林化工 後発品 5.60

内用薬 2459100F1162 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 セレスタミン配合錠 シェリング・プラ
ウ

11.20

内用薬 2459100F1170 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ヒスタブロック配合錠 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1189 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 プラデスミン配合錠 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2459100F1197 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１錠 ベタセレミン配合錠 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2459100Q1023 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１ｍＬ セレスタミンシロップ シェリング・プラ
ウ

5.20

内用薬 2459100Q1031 ベタメタゾン・ｄ－マレ
イン酸クロルフェニラミ

１ｍＬ セレスタミン配合シロップ シェリング・プラ
ウ

5.20

内用薬 2462001F1016 メチルテストステロン ２５ｍｇ１錠 局 メチルテストステロン錠 54.90
内用薬 2462001F2012 メチルテストステロン １０ｍｇ１錠 局 メチルテストステロン錠 19.30
内用薬 2462001F3019 メチルテストステロン ５０ｍｇ１錠 局 メチルテストステロン錠 102.50
内用薬 2473001F1028 エストラジオール ０．５ｍｇ１錠 ジュリナ錠０．５ｍｇ バイエル薬品 63.70
内用薬 2474001F1017 エチニルエストラジオー

ル
０．５ｍｇ１錠 局 エチニルエストラジオール錠 41.60

内用薬 2475001F1014 エストリオール ０．１ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 9.60
内用薬 2475001F2010 エストリオール ０．５ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 15.00
内用薬 2475001F3017 エストリオール １ｍｇ１錠 局 エストリオール錠 10.10
内用薬 2475001F3033 エストリオール １ｍｇ１錠 局 ※ エストリール錠１ｍｇ（持田） 持田製薬 16.60
内用薬 2475001F3050 エストリオール １ｍｇ１錠 局 ホーリン錠１ｍｇ あすか製薬 16.60
内用薬 2475001F3068 エストリオール １ｍｇ１錠 局 メリストラーク錠１ｍｇ 東和薬品 10.90
内用薬 2475001F3084 エストリオール １ｍｇ１錠 局 エストリオール錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 12.90
内用薬 2478001F1040 酢酸クロルマジノン ２ｍｇ１錠 ルトラール錠２ｍｇ 塩野義製薬 28.20
内用薬 2478001F2012 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 酢酸クロルマジノン２５ｍｇ錠 後発品 15.40
内用薬 2478001F2179 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 プロスタール錠２５ あすか製薬 113.40
内用薬 2478001F2233 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 ロンステロン錠 日新製薬（山形） 後発品 55.10
内用薬 2478001F2276 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 プロスタット錠２５ｍｇ 日本新薬 後発品 96.40
内用薬 2478001F2284 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 プレストロン錠２５ｍｇ ローマン工業 後発品 24.40
内用薬 2478001F2314 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 エフミン錠２５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 33.70
内用薬 2478001F2357 酢酸クロルマジノン ２５ｍｇ１錠 ロンステロン錠２５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 55.10
内用薬 2478001G1020 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 プロスタールＬ錠 あすか製薬 248.50
内用薬 2478001G1054 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 クロキナンＬ錠５０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 52.50
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内用薬 2478001G1070 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 アプタコールＬ錠 大洋薬品工業 後発品 70.70
内用薬 2478001G1100 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 プレストロン徐放錠５０ｍｇ ローマン工業 後発品 79.60
内用薬 2478001G1119 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 ゲシンＬ錠５０ｍｇ 小林化工 後発品 68.10
内用薬 2478001G1127 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 ジルスタンＬ錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 71.80
内用薬 2478001G1135 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５

０ｍｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 70.70

内用薬 2478001G1143 酢酸クロルマジノン ５０ｍｇ１錠 プロスタールＬ錠５０ｍｇ あすか製薬 248.50
内用薬 2478002F1037 酢酸メドロキシプロゲス

テロン
２．５ｍｇ１錠 プロベラ ファイザー 29.10

内用薬 2478002F1045 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２．５ｍｇ１錠 メドキロン錠２．５ 東和薬品 後発品 9.40

内用薬 2478002F1053 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２．５ｍｇ１錠 ネルフィン錠２．５ ポーラファルマ 後発品 12.40

内用薬 2478002F1061 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２．５ｍｇ１錠 プロゲストン錠２．５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 21.20

内用薬 2478002F1070 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２．５ｍｇ１錠 プロベラ錠２．５ｍｇ ファイザー 29.10

内用薬 2478002F2033 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

５ｍｇ１錠 ヒスロン錠５ 協和発酵キリン 39.10

内用薬 2478002F2050 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

５ｍｇ１錠 プロゲストン錠５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 21.20

内用薬 2478002F3048 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２００ｍｇ１錠 プロゲストン錠２００ 富士製薬工業 後発品 162.80

内用薬 2478002F3056 酢酸メドロキシプロゲス
テロン

２００ｍｇ１錠 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ ファイザー 316.10

内用薬 2478003F1031 ジドロゲステロン ５ｍｇ１錠 局 デュファストン錠５ｍｇ 第一三共 39.50
内用薬 2479002F1026 ノルエチステロン ５ｍｇ１錠 ノアルテン錠（５ｍｇ） 塩野義製薬 37.50
内用薬 2479003F2019 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 アリルエストレノール２５ｍｇ錠 後発品 23.60
内用薬 2479003F2035 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 アランダール錠２５ 大正薬品工業 後発品 27.50
内用薬 2479003F2043 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 エルモラン錠２５ 沢井製薬 後発品 36.60
内用薬 2479003F2078 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 ペリアス錠２５ｍｇ 日本新薬 後発品 63.70
内用薬 2479003F2094 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 コバレノール錠２５ 小林化工 後発品 26.00
内用薬 2479003F2108 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 メイエストン錠２５ 東和薬品 後発品 36.60
内用薬 2479003F2140 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 パーセリン錠２５ｍｇ シェリング・プラ

ウ
120.60

内用薬 2479004F1033 結合型エストロゲン ０．６２５ｍｇ１錠 プレマリン錠０．６２５ｍｇ ワイス 12.60
内用薬 2479005F1038 プレグナンジオール ２μｇ１錠 ジオール錠２μｇ 田辺三菱製薬 6.10
内用薬 2482003F1026 ノルエチステロン・メス

トラノール
１錠 ソフィア－Ａ あすか製薬 8.20

内用薬 2482003F1042 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ビホープＡ錠 富士製薬工業 後発品 7.90

内用薬 2482003F1050 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ソフィアＡ配合錠 あすか製薬 8.20

内用薬 2482004X1026 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ソフィア－Ｃ あすか製薬 13.60

内用薬 2482004X1034 ノルエチステロン・メス
トラノール

１錠 ソフィアＣ配合錠 あすか製薬 13.60

内用薬 2482005F1041 ノルゲストレル・エチニ
ルエストラジオール

１錠 局 プラノバール配合錠 ワイス 14.00

内用薬 2482007F1024 酢酸クロルマジノン・メ
ストラノール

１錠 ルテジオン錠 あすか製薬 28.80

内用薬 2482007F1032 酢酸クロルマジノン・メ
ストラノール

１錠 ルテジオン配合錠 あすか製薬 28.80

内用薬 2482009F1023 ノルエチステロン・エチ
ニルエストラジオール

１錠 ルナベル配合錠 ノーベルファーマ 328.60

内用薬 2482010F1026 エストラジオール・レボ
ノルゲストレル

１錠 ウェールナラ配合錠 バイエル薬品 157.50

内用薬 2491001F4025 カリジノゲナーゼ １０単位１錠 カリクレイン錠１０単位 バイエル薬品 13.80
内用薬 2491001F5021 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 Ｓ－カルジー錠２５ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2491001F5030 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリクロモン錠２５ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2491001F5056 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カルナクリン錠２５ 三和化学研究所 13.80
内用薬 2491001F5064 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カルニアチンＳ錠２５ ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 2491001F5072 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 サイモチンＳ錠２５ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2491001F5099 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 サークレチンＳ錠２５ あすか製薬 13.00
内用薬 2491001F5102 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 バスドリンＦ錠２５ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2491001F5110 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 プロクレイン錠２５ 東菱薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2491001F5129 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 プロモチンＳ錠２５ ローマン工業 後発品 13.00
内用薬 2491001F5137 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 ローザグッド錠２５ 藤本製薬 後発品 13.00
内用薬 2491001F5145 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリレチンＳ錠２５単位 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2491001F5153 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 サークリンＳ錠２５ 昭和薬品化工 後発品 5.80
内用薬 2491001F6028 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カセルミン錠５０ 全星薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2491001F6036 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カリクロモン錠５０ 日医工 後発品 7.20
内用薬 2491001F6060 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルナクリン錠５０ 三和化学研究所 24.40
内用薬 2491001F6079 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルニアチン錠５０ ニプロファーマ 後発品 11.10
内用薬 2491001F6087 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 クライスリン錠５０ 三笠製薬 後発品 6.10
内用薬 2491001F6095 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 クレルモン錠５０ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2491001F6109 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 サイモチンＳ錠５０ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2491001F6117 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 サークレチンＳ錠５０ あすか製薬 19.00
内用薬 2491001F6125 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 バスドリンＦ錠５０ 小林化工 後発品 5.70
内用薬 2491001F6133 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 ビドクレイン錠５０ 辰巳化学 後発品 7.20
内用薬 2491001F6141 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 プロクレイン錠５０ 東菱薬品工業 後発品 7.20
内用薬 2491001F6150 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 プロモチンＳ錠５０ ローマン工業 後発品 23.00
内用薬 2491001F6168 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 ローザグッド錠５０ 藤本製薬 後発品 14.40
内用薬 2491001F6176 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 Ｓ－カルジー錠５０ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2491001F6184 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 カルタゴン錠５０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2491001M3044 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カルナクリンカプセル２５ 三和化学研究所 13.70
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内用薬 2491001M3052 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カリクロモンカプセル２５単位 日医工 後発品 5.60
内用薬 2491001M3060 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル カセルミンカプセル２５ 全星薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2499001F1024 シクロフェニル １００ｍｇ１錠 セキソビット あすか製薬 34.90
内用薬 2499001F1032 シクロフェニル １００ｍｇ１錠 セキソビット錠１００ｍｇ あすか製薬 34.90
内用薬 2499003M1065 メピチオスタン ５ｍｇ１カプセル チオデロンカプセル５ｍｇ 塩野義製薬 102.00
内用薬 2499005F1030 ジノプロストン ０．５ｍｇ１錠 プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ

「科研」
科研製薬 276.70

内用薬 2499006M1026 ミトタン ５００ｍｇ１カプセル オペプリム ヤクルト本社 1,027.20
内用薬 2499007F1021 ダナゾール １００ｍｇ１錠 ボンゾール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 228.00
内用薬 2499007F2028 ダナゾール ２００ｍｇ１錠 ボンゾール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 426.00
内用薬 2499007M1071 ダナゾール １００ｍｇ１カプセル ダイナゾールカプセル１００ 富士製薬工業 後発品 52.20
内用薬 2499007M1160 ダナゾール １００ｍｇ１カプセル ダナゾールカプセル１００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 29.40

内用薬 2499008F1034 トリロスタン ６０ｍｇ１錠 デソパン錠６０ｍｇ 持田製薬 698.40
内用薬 2499009F1012 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 クエン酸クロミフェン錠 71.00
内用薬 2499009F1071 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 クエン酸クロミフェン錠５０ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 100.20

内用薬 2499009F1080 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 クロミッド錠５０ｍｇ 塩野義製薬 113.10
内用薬 2499009F1098 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 セロフェン錠５０ｍｇ メルクセローノ 113.10
内用薬 2499009F1101 クエン酸クロミフェン ５０ｍｇ１錠 局 クロミフェンクエン酸塩錠５０ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 100.20

内用薬 2499010F1023 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ディナゲスト錠１ｍｇ 持田製薬 462.30
内用薬 2499011M1027 デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル アボルブカプセル０．５ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
206.50

内用薬 2519100M1072 グルタミン酸・アラニ
ン・アミノ酢酸配合剤

１カプセル パラプロスト 興和 9.00

内用薬 2519100M1110 グルタミン酸・アラニ
ン・アミノ酢酸配合剤

１カプセル パラプロスト配合カプセル 興和 9.00

内用薬 2531001F1015 マレイン酸エルゴメトリ
ン

０．５ｍｇ１錠 局 マレイン酸エルゴメトリン錠 9.60
内用薬 2531002F1010 マレイン酸メチルエルゴ

メトリン
０．１２５ｍｇ１錠 局 マレイン酸メチルエルゴメトリン錠 9.60

内用薬 2531002F1192 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．１２５ｍｇ１錠 局 メテナリン錠０．１２５ あすか製薬 10.20

内用薬 2531002F1206 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．１２５ｍｇ１錠 局 メテルギン錠０．１２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

10.10

内用薬 2531002F1214 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．１２５ｍｇ１錠 局 パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ 持田製薬 10.10

内用薬 2559001M1074 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル ヘモタイトカプセル２００ｍｇ サンド 後発品 15.40
内用薬 2559001M1082 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル ヘモリールカプセル２００ｍｇ 東洋カプセル 後発品 13.60
内用薬 2559001M1090 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル トークロンカプセル２００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 10.20

内用薬 2559001M1104 トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル ヘモクロンカプセル２００ｍｇ 天藤製薬 25.60
内用薬 2559002X1024 静脈血管叢エキス １錠 ヘモリンガル 東菱薬品工業 23.40
内用薬 2559002X1032 静脈血管叢エキス １錠 ヘモリンガル舌下錠０．１８ｍｇ 東菱薬品工業 23.40
内用薬 2559003F1040 メリロートエキス ２５ｍｇ１錠 タカベンス錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 5.70
内用薬 2559100X1031 パラフレボン・センナ末

配合剤
１錠 サーカネッテン錠 日本新薬 15.60

内用薬 2559100X1040 パラフレボン・センナ末
配合剤

１錠 サーカネッテン配合錠 日本新薬 15.60

内用薬 2559101X1036 ブロメライン・酢酸トコ
フェロール

１錠 ヘモナーゼ配合錠 ジェイドルフ製薬 16.10

内用薬 2559102F1027 メリロートエキス・ルチ
ン

１錠 エスベリベン錠 サンド 7.80
内用薬 2590001F1024 ウラジロガシエキス ２２５ｍｇ１錠 ウロカルン錠２２５ｍｇ 日本新薬 10.50
内用薬 2590002D1060 塩酸フラボキサート ２０％１ｇ ブラダロン顆粒２０％ 日本新薬 56.40
内用薬 2590002F1010 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 塩酸フラボキサート２００ｍｇ錠 後発品 8.40
内用薬 2590002F1371 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ブラダロン錠２００ｍｇ 日本新薬 51.10
内用薬 2590002F1380 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ルアダン錠２００ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 14.00
内用薬 2590002F1401 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 フラボサート錠２００ｍｇ ダイト 後発品 10.40
内用薬 2590002F1444 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ウロステート錠２００ｍｇ あすか製薬 後発品 15.00
内用薬 2590002F1452 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 ハルニンコーワ錠２００ｍｇ 興和 後発品 15.00
内用薬 2590002F1460 塩酸フラボキサート ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 11.80

内用薬 2590003F1023 セルニチンポーレンエキ
ス

１錠 セルニルトン錠 東菱薬品工業 17.60
内用薬 2590004F1010 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 塩酸リトドリン錠 後発品 18.10
内用薬 2590004F1168 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 ルテオニン錠 あすか製薬 後発品 81.00
内用薬 2590004F1192 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 ウテメリン錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 127.00
内用薬 2590004F1214 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 リンドルフ錠５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 26.50
内用薬 2590004F1273 塩酸リトドリン ５ｍｇ１錠 局 ルテオニン錠５ｍｇ あすか製薬 後発品 81.00
内用薬 2590005F1014 塩酸オキシブチニン ２ｍｇ１錠 塩酸オキシブチニン２ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2590005F1022 塩酸オキシブチニン ２ｍｇ１錠 ポラキス錠２ サノフィ・アベン

ティス
36.30

内用薬 2590005F1111 塩酸オキシブチニン ２ｍｇ１錠 オリベート錠２ メディサ新薬 後発品 7.70
内用薬 2590005F1197 塩酸オキシブチニン ２ｍｇ１錠 ポラチール２ｍｇ錠 寿製薬 後発品 7.70
内用薬 2590005F2010 塩酸オキシブチニン ３ｍｇ１錠 塩酸オキシブチニン３ｍｇ錠 後発品 7.20
内用薬 2590005F2029 塩酸オキシブチニン ３ｍｇ１錠 ポラキス錠３ サノフィ・アベン

ティス
48.60

内用薬 2590005F2100 塩酸オキシブチニン ３ｍｇ１錠 オリベート錠３ メディサ新薬 後発品 7.70
内用薬 2590005F2150 塩酸オキシブチニン ３ｍｇ１錠 ポラチール３ｍｇ錠 寿製薬 後発品 10.50
内用薬 2590005F3025 塩酸オキシブチニン １ｍｇ１錠 ポラキス錠１ サノフィ・アベン

ティス
22.60

内用薬 2590005F3041 塩酸オキシブチニン １ｍｇ１錠 オリベート錠１ メディサ新薬 後発品 5.70
内用薬 2590007C1025 塩酸プロピベリン ２％１ｇ バップフォー細粒２％ 大鵬薬品工業 186.30
内用薬 2590007F1021 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 バップフォー錠１０ 大鵬薬品工業 84.30
内用薬 2590007F1030 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ウリキュア錠１０ｍｇ 東亜薬品 後発品 44.00
内用薬 2590007F1048 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ウロナベリン錠１０ 日医工 後発品 45.30
内用薬 2590007F1056 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 41.60
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内用薬 2590007F1064 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０「ＫＮ」 小林化工 後発品 55.30
内用薬 2590007F1072 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＫ

Ｋ」
三和化学研究所 後発品 53.80

内用薬 2590007F1080 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 35.70
内用薬 2590007F1099 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０「タツミ」 辰巳化学 後発品 30.40
内用薬 2590007F1102 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ノーラガード錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 53.80
内用薬 2590007F1110 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 バップベリン錠１０ｍｇ ハイゾン製薬 後発品 40.20
内用薬 2590007F1129 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 バルレール錠１０ 日新製薬（山形） 後発品 37.70
内用薬 2590007F1137 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 バンコミック錠１０ 大洋薬品工業 後発品 33.20
内用薬 2590007F1145 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ビフォルベリン錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 20.50
内用薬 2590007F1153 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 プロピベ錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 38.80
内用薬 2590007F1161 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ペニフォー錠１０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 30.40

内用薬 2590007F1170 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ベンズフォー錠１０ｍｇ メディサ新薬 後発品 50.20
内用薬 2590007F1188 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ポラーリン錠１０ 高田製薬 後発品 35.70
内用薬 2590007F1196 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ミクトノーム錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 50.20
内用薬 2590007F1200 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 ユリロシン錠１０ ダイト 後発品 40.20
内用薬 2590007F1218 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 33.20
内用薬 2590007F1226 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 20.50

内用薬 2590007F1234 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 41.60
内用薬 2590007F1242 塩酸プロピベリン １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカ

タ」
高田製薬 後発品 35.70

内用薬 2590007F2028 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 バップフォー錠２０ 大鵬薬品工業 143.50
内用薬 2590007F2036 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ウロナベリン錠２０ 日医工 後発品 75.40
内用薬 2590007F2044 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 72.40
内用薬 2590007F2052 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０「ＫＮ」 小林化工 後発品 92.10
内用薬 2590007F2060 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 59.00

内用薬 2590007F2079 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０「タツミ」 辰巳化学 後発品 43.20
内用薬 2590007F2087 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ノーラガード錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 92.10
内用薬 2590007F2095 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 バップベリン錠２０ｍｇ ハイゾン製薬 後発品 67.70
内用薬 2590007F2109 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 バルレール錠２０ 日新製薬（山形） 後発品 52.80
内用薬 2590007F2117 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 バンコミック錠２０ 大洋薬品工業 後発品 59.00
内用薬 2590007F2125 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 プロピベ錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 59.00
内用薬 2590007F2133 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ペニフォー錠２０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 47.10

内用薬 2590007F2141 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ベンズフォー錠２０ｍｇ メディサ新薬 後発品 84.40
内用薬 2590007F2150 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ポラーリン錠２０ 高田製薬 後発品 75.40
内用薬 2590007F2168 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ミクトノーム錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 84.40
内用薬 2590007F2176 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ユリロシン錠２０ ダイト 後発品 66.50
内用薬 2590007F2184 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 63.90
内用薬 2590007F2192 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＫ

Ｋ」
三和化学研究所 後発品 96.50

内用薬 2590007F2206 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 56.20

内用薬 2590007F2214 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 72.40
内用薬 2590007F2222 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タカ

タ」
高田製薬 後発品 75.40

内用薬 2590008F1026 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．１ｍｇ アステラス製薬 78.40
内用薬 2590008F1034 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 ハルスローＯＤ錠０．１ｍｇ 沢井製薬 後発品 42.10
内用薬 2590008F2022 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ アステラス製薬 155.20
内用薬 2590008F2030 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 ハルスローＯＤ錠０．２ｍｇ 沢井製薬 後発品 86.70
内用薬 2590008F3029 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１錠 塩酸タムスロシン錠０．１「ＥＫ」 小林化工 後発品 53.80
内用薬 2590008F4025 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１錠 塩酸タムスロシン錠０．２「ＥＫ」 小林化工 後発品 107.90
内用薬 2590008N1039 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ウロスロールカプセル０．１ 日医工 後発品 39.10
内用薬 2590008N1047 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．１「Ｏ

ＨＡＲＡ」
大原薬品工業 後発品 33.90

内用薬 2590008N1055 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．１ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 27.10

内用薬 2590008N1063 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル タムスロンカプセル０．１ｍｇ 東和薬品 後発品 48.40
内用薬 2590008N1071 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ハルスロー０．１ｍｇカプセル 沢井製薬 後発品 42.10
内用薬 2590008N1080 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ハルタムカプセル０．１ｍｇ 日本薬品工業 後発品 43.20
内用薬 2590008N1098 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル パルナックカプセル０．１ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 35.50
内用薬 2590008N1110 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル リストリームカプセル０．１ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 45.90

内用薬 2590008N1128 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ
ｇ「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 49.80

内用薬 2590008N1136 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ハラナシンカプセル０．１ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 39.10
内用薬 2590008N1144 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ

ｇ「ＴＹＫ」
大正薬品工業 後発品 43.20

内用薬 2590008N1152 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 27.10

内用薬 2590008N1160 塩酸タムスロシン ０．１ｍｇ１カプセル ハルリーブカプセル０．１ｍｇ シオノケミカル 後発品 27.10
内用薬 2590008N2035 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ウロスロールカプセル０．２ 日医工 後発品 75.90
内用薬 2590008N2043 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．２「Ｏ

ＨＡＲＡ」
大原薬品工業 後発品 58.60

内用薬 2590008N2051 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル 塩酸タムスロシンカプセル０．２ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 65.50

内用薬 2590008N2060 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハルスロー０．２ｍｇカプセル 沢井製薬 後発品 86.70
内用薬 2590008N2078 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハルタムカプセル０．２ｍｇ 日本薬品工業 後発品 86.80
内用薬 2590008N2086 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル パルナックカプセル０．２ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 62.80
内用薬 2590008N2108 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハロネロールカプセル０．２ｍｇ 長生堂製薬 後発品 73.00
内用薬 2590008N2116 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル リストリームカプセル０．２ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 86.80

内用薬 2590008N2124 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ
ｇ「ＭＥＤ」

メディサ新薬 後発品 93.00

内用薬 2590008N2132 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル タムスロンカプセル０．２ｍｇ 東和薬品 後発品 103.40
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