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内用薬 3399006F1220 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 62.80

内用薬 3399006F1239 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 62.80

内用薬 3399006F1247 塩酸サルポグレラート ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 62.80

内用薬 3399006F2022 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 アンプラーグ錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 145.20
内用薬 3399006F2030 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ

「ＢＭＤ」
ビオメディクス 後発品 108.50

内用薬 3399006F2049 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＤＫ」

大興製薬 後発品 108.50

内用薬 3399006F2057 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 108.50

内用薬 3399006F2065 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 108.50

内用薬 3399006F2073 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＫＲＭ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 108.50

内用薬 3399006F2081 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 108.50

内用薬 3399006F2090 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 108.50

内用薬 3399006F2103 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＮＳ」

日新製薬（山形） 後発品 108.50

内用薬 3399006F2111 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 108.50

内用薬 3399006F2120 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＴＳＵ」

鶴原製薬 後発品 108.50

内用薬 3399006F2138 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 108.50

内用薬 3399006F2146 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 108.50

内用薬 3399006F2154 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 108.50

内用薬 3399006F2162 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 108.50

内用薬 3399006F2170 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 108.50

内用薬 3399006F2189 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 108.50

内用薬 3399006F2197 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 108.50

内用薬 3399006F2200 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「三和」

シオノケミカル 後発品 108.50

内用薬 3399006F2219 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 108.50

内用薬 3399006F2227 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 108.50

内用薬 3399006F2235 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 108.50

内用薬 3399006F2243 塩酸サルポグレラート １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 108.50

内用薬 3399007H1021 アスピリン １００ｍｇ１錠 バイアスピリン錠１００ｍｇ バイエル薬品 後発品 5.80
内用薬 3399007H1030 アスピリン １００ｍｇ１錠 ゼンアスピリン錠１００ 全星薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3399007H1048 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン錠１００「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.60
内用薬 3399007H1064 アスピリン １００ｍｇ１錠 ニチアスピリン錠１００ 日医工 後発品 5.60
内用薬 3399007H1072 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 5.80

内用薬 3399007H1080 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3399007H1099 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3399008F1025 硫酸クロピドグレル ２５ｍｇ１錠 プラビックス錠２５ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

109.40

内用薬 3399008F2021 硫酸クロピドグレル ７５ｍｇ１錠 プラビックス錠７５ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

275.80

内用薬 3399100F1027 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 アスファネート錠８１ｍｇ 中北薬品 後発品 5.60

内用薬 3399100F1043 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 ニトギス錠８１ｍｇ シオノケミカル 後発品 5.60

内用薬 3399100F1051 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 バッサミン錠８１ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3399100F1060 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 バファリン８１ｍｇ錠 ライオン 後発品 5.80

内用薬 3399100F1078 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 ファモター８１ｍｇ錠 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3399100F1086 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 アスファネート配合錠Ａ８１ 中北薬品 後発品 5.60

内用薬 3399100F1094 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 ニトギス配合錠Ａ８１ シオノケミカル 後発品 5.60

内用薬 3399100F1108 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 バッサミン配合錠Ａ８１ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3399100F1116 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 バファリン配合錠Ａ８１ ライオン 後発品 5.80

内用薬 3399100F1124 アスピリン・ダイアルミ
ネート

８１ｍｇ１錠 ファモター配合錠Ａ８１ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3916001X1053 グルクロノラクトン １ｇ グロンサン原末 中外製薬 10.60
内用薬 3919001F1041 プロトポルフィリン二ナ

トリウム
１０ｍｇ１錠 ポルフラジン（１０ｍｇ） 東邦新薬 後発品 5.60

内用薬 3919001F2137 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 プロトポルト錠 寿製薬 後発品 5.60

内用薬 3919001F2218 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 プロルモン錠 田辺三菱製薬 後発品 7.50
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内用薬 3919001F2277 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 レバスダン錠 日新製薬（山形） 後発品 5.60

内用薬 3919001F2307 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 プロトポルト錠２０ｍｇ 寿製薬 後発品 5.60

内用薬 3919001F2315 プロトポルフィリン二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 プロルモン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 7.50

内用薬 3919002B1036 ジクロロ酢酸ジイソプロ
ピルアミン

１０％１ｇ リバオール散１０％ 第一三共 24.30

内用薬 3919002F1038 ジクロロ酢酸ジイソプロ
ピルアミン

２０ｍｇ１錠 リバオール錠２０ｍｇ 第一三共 6.00

内用薬 3919003F2020 チオプロニン １００ｍｇ１錠 チオラ錠１００ マイラン製薬 11.10
内用薬 3919005F1031 マロチラート ２００ｍｇ１錠 カンテック錠２００ｍｇ 第一三共 109.20
内用薬 3919006B1034 アミノエチルスルホン酸 ９８％１ｇ タウリン散９８％「大正」 大正製薬 10.20
内用薬 3919007M1021 プロパゲルマニウム １０ｍｇ１カプセル セロシオンカプセル１０ 三和化学研究所 193.90
内用薬 3919100F1088 グリチルリチン・ＤＬ－

メチオニン配合剤
１錠 グリチロン錠 ミノファーゲン製

薬
5.90

内用薬 3919100F1096 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ニチファーゲン錠 日新製薬（山形） 5.00

内用薬 3919100F1100 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ネオファーゲンＣ錠 大鵬薬品工業 5.60

内用薬 3919100F1150 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 グリチロン配合錠 ミノファーゲン製
薬

5.90

内用薬 3919100F1169 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ニチファーゲン配合錠 日新製薬（山形） 5.00

内用薬 3919100F1177 グリチルリチン・ＤＬ－
メチオニン配合剤

１錠 ネオファーゲンＣ配合錠 大鵬薬品工業 5.60

内用薬 3919101F1023 肝臓加水分解物配合剤 １錠 プロヘパール錠 科研製薬 7.40
内用薬 3919101F1031 肝臓加水分解物配合剤 １錠 プロヘパール配合錠 科研製薬 7.40
内用薬 3919300D1024 肝臓加水分解物 ２０％１ｇ レバイデンＧ顆粒 東邦新薬 9.00
内用薬 3919300F1130 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 レバイデン 東邦新薬 5.60
内用薬 3919300F1173 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 レバラミン腸溶錠１００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 3919300F1181 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 ゴスペール・レバー腸溶錠１００ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 3919300F1190 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 レナルチン腸溶錠１００ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 3921001F1023 エデト酸カルシウム二ナ

トリウム
５００ｍｇ１錠 ブライアンＳ錠 日新製薬（山形） 後発品 104.40

内用薬 3921001F1031 エデト酸カルシウム二ナ
トリウム

５００ｍｇ１錠 ブライアン錠５００ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 104.40

内用薬 3922001B2041 グルタチオン ２０％１ｇ タチオン散２０％ アステラス製薬 32.60
内用薬 3922001F1098 グルタチオン ５０ｍｇ１錠 タチオン錠５０ｍｇ アステラス製薬 11.20
内用薬 3922001F2248 グルタチオン １００ｍｇ１錠 タチオン錠１００ｍｇ アステラス製薬 17.30
内用薬 3922001F2302 グルタチオン １００ｍｇ１錠 ランデールチオンＳ 鶴原製薬 後発品 7.60
内用薬 3922001F2329 グルタチオン １００ｍｇ１錠 グルタチオン錠１００ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 7.60

内用薬 3922001F2337 グルタチオン １００ｍｇ１錠 ランデールチオン錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 7.60
内用薬 3929001M1039 Ｄ－ペニシラミン ５０ｍｇ１カプセル メタルカプターゼカプセル５０ｍｇ 大正製薬 40.00
内用薬 3929001M2035 Ｄ－ペニシラミン １００ｍｇ１カプセル メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ 大正製薬 67.50
内用薬 3929001M3031 Ｄ－ペニシラミン ２００ｍｇ１カプセル メタルカプターゼカプセル２００ｍｇ 大正製薬 125.80
内用薬 3929003C1024 球形吸着炭 １ｇ クレメジン細粒 クレハ 117.20
内用薬 3929003C1032 球形吸着炭 １ｇ キューカル細粒分包２ｇ 日医工ファーマ 後発品 84.20
内用薬 3929003C1059 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒「マイラン」 マイラン製薬 後発品 78.00
内用薬 3929003C1067 球形吸着炭 １ｇ クレメジン細粒分包２ｇ クレハ 117.20
内用薬 3929003M1020 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセル クレメジンカプセル２００ クレハ 23.80
内用薬 3929003M1046 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセル 球形吸着炭カプセル２００ｍｇ「マイ

ラン」
マイラン製薬 後発品 15.30

内用薬 3929003M1054 球形吸着炭 ２００ｍｇ１カプセル クレメジンカプセル２００ｍｇ クレハ 23.80
内用薬 3929003M2026 球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセル キューカルカプセル２８６ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 24.90
内用薬 3929004F1025 ホリナートカルシウム ５ｍｇ１錠 ロイコボリン錠５ｍｇ ワイス 924.00
内用薬 3929004F2021 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ユーゼル錠２５ｍｇ 大鵬薬品工業 2,202.00
内用薬 3929004F2030 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ロイコボリン錠２５ｍｇ ワイス 2,202.00
内用薬 3929005M1029 塩酸トリエンチン ２５０ｍｇ１カプセル メタライト２５０カプセル ツムラ 282.20
内用薬 3929006S1022 アセチルシステイン １７．６％１ｍＬ アセチルシステイン内用液１７．６％

「センジュ」
千寿製薬 106.40

内用薬 3929007M1028 酢酸亜鉛水和物 ２５ｍｇ１カプセル ノベルジンカプセル２５ｍｇ ノーベルファーマ 262.00
内用薬 3929007M2024 酢酸亜鉛水和物 ５０ｍｇ１カプセル ノベルジンカプセル５０ｍｇ ノーベルファーマ 410.60
内用薬 3929008X1029 デフェラシロクス １２５ｍｇ１錠 エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
1,161.60

内用薬 3929008X2025 デフェラシロクス ５００ｍｇ１錠 エクジェイド懸濁用錠５００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

4,624.30

内用薬 3932001S1033 シアナミド １％１ｍＬ シアナマイド液－Ｗｆ 田辺三菱製薬 8.50
内用薬 3932001S1041 シアナミド １％１ｍＬ シアナマイド内用液１％「タナベ」 田辺三菱製薬 8.50
内用薬 3939001B1034 ジスルフィラム １ｇ 局 ノックビン原末 田辺三菱製薬 48.10
内用薬 3941001F1069 コルヒチン ０．５ｍｇ１錠 コルヒチン錠０．５ｍｇ「シオノギ」 塩野義製薬 8.50
内用薬 3941001F1077 コルヒチン ０．５ｍｇ１錠 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 8.50
内用薬 3942001F1015 プロベネシド ２５０ｍｇ１錠 局 プロベネシド錠 9.60
内用薬 3943001C1032 アロプリノール ２０％１ｇ リボール細粒２０％ メディサ新薬 後発品 25.70
内用薬 3943001F1098 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロック錠 サンド 後発品 7.40
内用薬 3943001F1314 アロプリノール １００ｍｇ１錠 ザイロリック錠１００ グラクソ・スミス

クライン
27.00

内用薬 3943001F1322 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 6.00
内用薬 3943001F1357 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アデノック錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 16.50
内用薬 3943001F1365 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロシトール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 23.40
内用薬 3943001F1373 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.60

内用薬 3943001F1381 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「ショー
ワ」

昭和薬品化工 後発品 5.60

内用薬 3943001F1390 アロプリノール １００ｍｇ１錠 タカナルミン錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60
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内用薬 3943001F1403 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ユーリック錠１００ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 6.00
内用薬 3943001F1411 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロチーム錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.00
内用薬 3943001F1420 アロプリノール １００ｍｇ１錠 サロベール錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 16.40
内用薬 3943001F1438 アロプリノール １００ｍｇ１錠 プロデック錠１００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3943001F1446 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アリスメット錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 3943001F1454 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アンジーフ錠１００ｍｇ 日本ケミファ 後発品 7.70
内用薬 3943001F1462 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロリン錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00
内用薬 3943001F1470 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ノイファン錠１００ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 7.70
内用薬 3943001F1489 アロプリノール １００ｍｇ１錠 ミニプラノール錠１００ｍｇ 日医工 後発品 6.20
内用薬 3943001F1497 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ケトブン錠１００ｍｇ イセイ 後発品 6.00
内用薬 3943001F1500 アロプリノール １００ｍｇ１錠 マサトン錠１００ｍｇ 全星薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3943001F1519 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アイデイト錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.00
内用薬 3943001F1527 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アノプロリン錠１００ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
後発品 7.40

内用薬 3943001F1535 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 リボール錠１００ｍｇ メディサ新薬 後発品 7.70
内用薬 3943001F2027 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 ザイロリック錠５０ グラクソ・スミス

クライン
15.10

内用薬 3949002C1030 ベンズブロマロン １０％１ｇ ムイロジン細粒１０％ 寿製薬 後発品 48.00
内用薬 3949002F1029 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ナーカリシン錠２５ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 10.20
内用薬 3949002F1053 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ユリノーム錠２５ｍｇ 鳥居薬品 16.80
内用薬 3949002F1061 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 トレビアノーム錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3949002F2025 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ガウトマロン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.70
内用薬 3949002F2106 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ウロリープ錠５０ 大洋薬品工業 後発品 7.20
内用薬 3949002F2114 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ユリノーム錠５０ｍｇ 鳥居薬品 30.70
内用薬 3949002F2122 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 トレビアノーム錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 7.60
内用薬 3949002F2130 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズマロン錠５０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 8.70

内用薬 3949002F2149 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ナーカリシン錠５０ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 15.80
内用薬 3949002F2157 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 キランガ錠５０ｍｇ イセイ 後発品 7.60
内用薬 3949002F2165 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ブロマノーム錠５０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 8.70
内用薬 3949101A1068 クエン酸カリウム・クエ

ン酸ナトリウム
１ｇ ウリンメット－Ｕ メディサ新薬 後発品 10.10

内用薬 3949101A1076 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウロアシス散 日医工 後発品 10.10

内用薬 3949101A1084 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ポトレンド散 東和薬品 後発品 9.40

内用薬 3949101A1092 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウラリット－Ｕ散 日本ケミファ 23.10

内用薬 3949101A1106 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ピナロック散 ナガセ医薬品 後発品 12.00

内用薬 3949101A1114 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウタゲン散 全星薬品工業 後発品 10.10

内用薬 3949101A1122 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ トロノーム配合散 大原薬品工業 後発品 10.60

内用薬 3949101A1130 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウタゲン配合散 全星薬品工業 後発品 10.10

内用薬 3949101A1149 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウラリット－Ｕ配合散 日本ケミファ 23.10

内用薬 3949101A1157 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウリンメット配合散 メディサ新薬 後発品 10.10

内用薬 3949101A1165 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ウロアシス配合散 日医工 後発品 10.10

内用薬 3949101A1173 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ピナロック配合散 ナガセ医薬品 後発品 12.00

内用薬 3949101A1181 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１ｇ ポトレンド配合散 東和薬品 後発品 9.40

内用薬 3949101F1022 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ウラリット錠 日本ケミファ 11.80

内用薬 3949101F1030 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ピナロック錠 ナガセ医薬品 後発品 6.50

内用薬 3949101F1049 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 トロノーム錠 大原薬品工業 後発品 6.50

内用薬 3949101F1057 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ウリンメット錠 メディサ新薬 後発品 5.90

内用薬 3949101F1065 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ポトレンド錠 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3949101F1073 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ウラリット配合錠 日本ケミファ 11.80

内用薬 3949101F1081 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ウリンメット配合錠 メディサ新薬 後発品 5.90

内用薬 3949101F1090 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 トロノーム配合錠 大原薬品工業 後発品 6.50

内用薬 3949101F1103 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ピナロック配合錠 ナガセ医薬品 後発品 6.50

内用薬 3949101F1111 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム

１錠 ポトレンド配合錠 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3959001C1016 塩化リゾチーム １０％１ｇ 塩化リゾチーム１０％細粒 後発品 6.30
内用薬 3959001C1083 塩化リゾチーム １０％１ｇ アクディーム細粒１０％ あすか製薬 後発品 42.40
内用薬 3959001C2039 塩化リゾチーム ２０％１ｇ ノイチーム細粒２０％ サンノーバ 85.40
内用薬 3959001C3027 塩化リゾチーム ４５％１ｇ アクディーム細粒４５％ あすか製薬 後発品 122.70
内用薬 3959001D2018 塩化リゾチーム １０％１ｇ 塩化リゾチーム１０％顆粒 後発品 6.20
内用薬 3959001D2301 塩化リゾチーム １０％１ｇ ノイチーム顆粒１０％ サンノーバ 49.50
内用薬 3959001D2328 塩化リゾチーム １０％１ｇ レフトーゼ顆粒１０％ 日本新薬 64.00
内用薬 3959001D4029 塩化リゾチーム ３０％１ｇ 塩化リゾチーム顆粒３０％「トーワ」 東和薬品 後発品 11.80
内用薬 3959001D5025 塩化リゾチーム ６０％１ｇ スカノーゼリン顆粒６０ 鶴原製薬 後発品 32.20
内用薬 3959001F1039 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠１０「ＴＳ」 東邦新薬 後発品 5.00
内用薬 3959001F1047 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠「イワキ」１０ｍｇ 岩城製薬 後発品 5.00
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内用薬 3959001F1152 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 ノイチーム錠１０ｍｇ サンノーバ 9.00
内用薬 3959001F1233 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠１０ｍｇ 日本新薬 10.60
内用薬 3959001F1241 塩化リゾチーム １０ｍｇ１錠 スカノーゼリン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.00
内用薬 3959001F2086 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０「ＴＳ」 東邦新薬 後発品 5.60
内用薬 3959001F2094 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠「イワキ」３０ｍｇ 岩城製薬 後発品 5.80
内用薬 3959001F2124 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０「タケシマ」 ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 3959001F2272 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 ノイチーム錠３０ｍｇ サンノーバ 19.70
内用薬 3959001F2310 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 ミタチーム錠３０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.60

内用薬 3959001F2361 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 リチーム３０ 日医工 後発品 5.60
内用薬 3959001F2370 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠（３０ｍｇ） 日本新薬 25.40
内用薬 3959001F2388 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 アクディーム錠３０ｍｇ あすか製薬 後発品 16.30
内用薬 3959001F2396 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3959001F2400 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 エリチーム錠３０ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 3959001F2418 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 スカノーゼリン錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3959001F2434 塩化リゾチーム ３０ｍｇ１錠 リチーム錠３０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 3959001F3023 塩化リゾチーム ５０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠（５０ｍｇ） 日本新薬 38.20
内用薬 3959001F5018 塩化リゾチーム ９０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム９０ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 3959001F5212 塩化リゾチーム ９０ｍｇ１錠 ノイチーム錠９０ｍｇ サンノーバ 35.10
内用薬 3959001M1038 塩化リゾチーム ９０ｍｇ１カプセル アクディームカプセル９０ｍｇ あすか製薬 後発品 31.60
内用薬 3959001Q1021 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ アクディームシロップ０．５％ あすか製薬 後発品 6.20
内用薬 3959001Q1056 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ 塩化リゾチームシロップ・「トーワ」 東和薬品 後発品 2.30
内用薬 3959001Q1129 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ ノイチームシロップ０．５％ サンノーバ 後発品 6.20
内用薬 3959001Q1137 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ レフトーゼシロップ０．５％ シオエ製薬 7.00
内用薬 3959001Q1145 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ エンリゾシロップ０．５％「タツミ」 辰巳化学 後発品 2.30
内用薬 3959001Q1153 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ エリチームシロップ０．５％ イセイ 後発品 2.30
内用薬 3959001Q1161 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ スカノーゼリンシロップ０．５％ 鶴原製薬 後発品 2.30
内用薬 3959001Q1188 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ リゾチーム塩酸塩シロップ０．５％

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 2.30

内用薬 3959001Q1196 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ 塩化リゾチームシロップ０．５％
「トーワ」

東和薬品 後発品 2.30

内用薬 3959001Q2028 塩化リゾチーム １％１ｍＬ アクディームシロップ１％ あすか製薬 後発品 8.80
内用薬 3959002F3052 セミアルカリプロティ

ナーゼ
１５ｍｇ１錠 ゼオエース錠１５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 8.30

内用薬 3959002M3035 セミアルカリプロティ
ナーゼ

１５ｍｇ１カプセル セアプローゼカプセル　１５ｍｇ 天野エンザイム 後発品 9.60

内用薬 3959003D1037 セラペプターゼ １％１ｇ ダーゼン顆粒１％ 武田薬品工業 26.70
内用薬 3959003F1038 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 イルザイム錠 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 3959003F1062 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 オムゼン錠 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3959003F1070 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ケジフェン錠 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3959003F1089 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 シマターゼ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 3959003F1135 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ニコラーゼ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 3959003F1151 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 バザロイン錠 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3959003F1186 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ダーゼン５ｍｇ錠 武田薬品工業 18.40
内用薬 3959003F1194 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 イルザイム錠５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 3959003F1208 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ケジフェン錠５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3959003F1216 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 シマターゼ錠５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 3959003F1224 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 セラペプターゼ錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3959003F1232 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 ニコラーゼ錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 3959003F1240 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠 バザロイン錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3959003F2026 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 イルザイム錠１０ 日医工ファーマ 後発品 5.60
内用薬 3959003F2042 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 セフラターゼ錠１０ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 3959003F2069 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ダーゼン１０ｍｇ錠 武田薬品工業 23.90
内用薬 3959003F2077 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ニコラーゼ錠１０ 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 3959003F2123 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 バザロイン錠１０ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3959003F2131 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ヒシターゼ錠１０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 3959003F2140 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 セラペプターゼ錠１０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3959003F2158 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 セラペプターゼ錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 3959003F2166 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 ニコラーゼ錠１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.80
内用薬 3959003F2174 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠 バザロイン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3959004F1059 プロナーゼ １８，０００単位１錠 エンピナース・Ｐ錠１８０００ 科研製薬 19.50
内用薬 3959004M1058 プロナーゼ ９，０００単位１カプ

セル
エンピナース・Ｐカプセル９０００ 科研製薬 11.20

内用薬 3959005F5059 ブロメライン ４０，０００単位１錠 キモタブＳ錠４万単位 持田製薬 後発品 8.40
内用薬 3959100F1067 ブロメライン・結晶トリ

プシン
１錠 キモタブ錠 持田製薬 6.10

内用薬 3959100F1075 ブロメライン・結晶トリ
プシン

１錠 キモタブ配合錠 持田製薬 6.10

内用薬 3961001F1029 アセトヘキサミド ２５０ｍｇ１錠 ジメリン錠２５０ｍｇ 塩野義製薬 19.50
内用薬 3961001F2033 アセトヘキサミド ５００ｍｇ１錠 ジメリン錠５００ｍｇ 塩野義製薬 35.70
内用薬 3961002F1031 グリクロピラミド ２５０ｍｇ１錠 デアメリンＳ錠２５０ｍｇ 杏林製薬 28.90
内用薬 3961003F1028 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 オイグルコン錠１．２５ｍｇ 中外製薬 8.60
内用薬 3961003F1044 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 パミルコン錠１．２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3961003F1052 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「Ｅ

ＭＥＣ」
サンノーバ 後発品 5.60

内用薬 3961003F1060 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ダムゼール錠１．２５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 5.60
内用薬 3961003F1087 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ダオニール錠１．２５ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
8.10

内用薬 3961003F2024 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 オイグルコン錠２．５ｍｇ 中外製薬 14.40
内用薬 3961003F2040 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 パミルコン錠２．５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.70
内用薬 3961003F2067 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 オペアミン錠２．５ メディサ新薬 後発品 5.70
内用薬 3961003F2075 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 セオグルミン錠２．５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 3961003F2091 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ベンクラート錠２．５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3961003F2105 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 マーグレイド錠２．５ｍｇ シオノケミカル 後発品 5.60
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内用薬 3961003F2121 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリピナート錠 サンド 後発品 5.60
内用薬 3961003F2130 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ダムゼール錠２．５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 5.60
内用薬 3961003F2156 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ダオニール錠２．５ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
14.40

内用薬 3961003F2164 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ブラトゲン錠２．５ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 3961003F2172 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3961003F2180 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 3961004F1014 クロルプロパミド １００ｍｇ１錠 局 クロルプロパミド錠 7.30
内用薬 3961004F2010 クロルプロパミド ２５０ｍｇ１錠 局 クロルプロパミド錠 9.60
内用薬 3961006F1013 トルブタミド ２５０ｍｇ１錠 局 トルブタミド錠 8.50
内用薬 3961006F2010 トルブタミド ５００ｍｇ１錠 局 トルブタミド錠 9.60
内用薬 3961006F2109 トルブタミド ５００ｍｇ１錠 局 ヘキストラスチノン錠０．５ｇ サノフィ・アベン

ティス
14.20

内用薬 3961006X1019 トルブタミド １ｇ 局 トルブタミド 14.70
内用薬 3961007F1115 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリミクロン錠４０ｍｇ 大日本住友製薬 27.80
内用薬 3961007F1123 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 クラウナート錠４０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.80
内用薬 3961007F1140 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 ダイアグリコ錠４０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3961007F1158 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 ルイメニア錠４０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.80
内用薬 3961007F1166 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 3961007F1182 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グルタミール錠４０ｍｇ メディサ新薬 後発品 8.90
内用薬 3961007F1190 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリミラン錠４０ｍｇ 小林化工 後発品 8.90
内用薬 3961007F2022 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ 大日本住友製薬 16.10
内用薬 3961007F2030 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 クラウナート錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.80
内用薬 3961007F2049 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 3961008F1020 グリメピリド １ｍｇ１錠 アマリール１ｍｇ錠 サノフィ・アベン

ティス
22.30

内用薬 3961008F2027 グリメピリド ３ｍｇ１錠 アマリール３ｍｇ錠 サノフィ・アベン
ティス

51.90

内用薬 3962001F1093 塩酸ブホルミン ５０ｍｇ１錠 局 ジベトス錠５０ｍｇ 日医工 後発品 9.60
内用薬 3962001F1107 塩酸ブホルミン ５０ｍｇ１錠 局 ジベトンＳ腸溶錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 9.60
内用薬 3962002F1047 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 メデット錠２５０ｍｇ トーアエイヨー 後発品 9.60
内用薬 3962002F1055 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 ネルビス錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 9.20
内用薬 3962002F1063 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 メトリオン錠２５０ シオノケミカル 後発品 9.20
内用薬 3962002F1071 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 グリコラン錠２５０ｍｇ 日本新薬 9.60
内用薬 3962002F1080 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 9.20

内用薬 3962002F1098 塩酸メトホルミン ２５０ｍｇ１錠 局 メルビン錠２５０ｍｇ 大日本住友製薬 9.60
内用薬 3969003F1026 アカルボース ５０ｍｇ１錠 グルコバイ錠５０ｍｇ バイエル薬品 25.40
内用薬 3969003F1034 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 17.90
内用薬 3969003F1042 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 17.00
内用薬 3969003F1050 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 17.00
内用薬 3969003F1069 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 17.00
内用薬 3969003F1077 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 15.30
内用薬 3969003F1085 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 17.00
内用薬 3969003F1093 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 17.50
内用薬 3969003F1107 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 17.50
内用薬 3969003F2022 アカルボース １００ｍｇ１錠 グルコバイ錠１００ｍｇ バイエル薬品 45.00
内用薬 3969003F2030 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 31.60

内用薬 3969003F2049 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 28.30
内用薬 3969003F2057 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 31.60
内用薬 3969003F2065 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 29.10
内用薬 3969003F2073 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 27.10
内用薬 3969003F2081 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 30.20
内用薬 3969003F2090 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 30.90
内用薬 3969003F2103 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 30.90

内用薬 3969003F3029 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 17.90

内用薬 3969003F4025 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 31.60

内用薬 3969004F1020 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベイスン錠０．２ 武田薬品工業 43.50
内用薬 3969004F1039 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ジャミール錠０．２ｍｇ 高田製薬 後発品 20.80
内用薬 3969004F1055 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベイスロース錠０．２ｍｇ 陽進堂 後発品 19.80
内用薬 3969004F1063 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベスタミオン錠０．２ 日新製薬（山形） 後発品 19.00
内用薬 3969004F1071 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベルデリール錠０．２ｍｇ 長生堂製薬 後発品 19.80
内用薬 3969004F1080 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベロム錠０．２ キョーリンリメ

ディオ
後発品 24.10

内用薬 3969004F1098 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベンジックス錠０．２ 大洋薬品工業 後発品 20.80
内用薬 3969004F1101 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグシール錠０．２ 日本薬品工業 後発品 24.10
内用薬 3969004F1128 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリダーゼ錠０．２ 日医工 後発品 21.80
内用薬 3969004F1136 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 24.50
内用薬 3969004F1144 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２「タツミ」 辰巳化学 後発品 21.80
内用薬 3969004F1152 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 28.50
内用薬 3969004F1179 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ベグリラート錠０．２ｍｇ 大正薬品工業 後発品 20.80
内用薬 3969004F1187 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 17.10
内用薬 3969004F1195 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 19.00
内用薬 3969004F1209 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 19.80

内用薬 3969004F1217 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 26.10
内用薬 3969004F1225 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 26.10

内用薬 3969004F1233 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 20.80
内用薬 3969004F1241 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 20.80
内用薬 3969004F1250 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 21.80
内用薬 3969004F2027 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベイスン錠０．３ 武田薬品工業 60.00
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