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内用薬 3969004F2035 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ジャミール錠０．３ｍｇ 高田製薬 後発品 30.00
内用薬 3969004F2051 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベイスロース錠０．３ｍｇ 陽進堂 後発品 26.60
内用薬 3969004F2060 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベスタミオン錠０．３ 日新製薬（山形） 後発品 27.70
内用薬 3969004F2078 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベルデリール錠０．３ｍｇ 長生堂製薬 後発品 25.90
内用薬 3969004F2086 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベロム錠０．３ キョーリンリメ

ディオ
後発品 33.30

内用薬 3969004F2094 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベンジックス錠０．３ 大洋薬品工業 後発品 30.00
内用薬 3969004F2108 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグシール錠０．３ 日本薬品工業 後発品 35.20
内用薬 3969004F2124 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリダーゼ錠０．３ 日医工 後発品 30.00
内用薬 3969004F2132 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 後発品 33.30
内用薬 3969004F2140 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３「タツミ」 辰巳化学 後発品 26.60
内用薬 3969004F2159 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39.70
内用薬 3969004F2175 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ベグリラート錠０．３ｍｇ 大正薬品工業 後発品 27.70
内用薬 3969004F2183 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 24.30
内用薬 3969004F2191 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３「ＯＭＥ」 大原薬品工業 後発品 26.60
内用薬 3969004F2205 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 30.00

内用薬 3969004F2213 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 41.40
内用薬 3969004F2221 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 33.30

内用薬 3969004F2230 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 30.00
内用薬 3969004F2248 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 30.00
内用薬 3969004F2256 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 30.00
内用薬 3969004F3023 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．２ 武田薬品工業 43.50
内用薬 3969004F3031 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤフィルム０．２「Ｑ

Ｑ」
救急薬品工業 後発品 22.40

内用薬 3969004F3040 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 26.10

内用薬 3969004F3058 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 19.30

内用薬 3969004F3066 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 24.50

内用薬 3969004F3074 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 20.80

内用薬 3969004F3082 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 28.50

内用薬 3969004F3090 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 26.10

内用薬 3969004F3104 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 20.80

内用薬 3969004F3112 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 21.80

内用薬 3969004F3120 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ベグリラートＯＤ錠０．２ｍｇ 大正薬品工業 後発品 20.80
内用薬 3969004F3139 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「マイ

ラン」
マイラン製薬 後発品 19.80

内用薬 3969004F4020 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ベイスンＯＤ錠０．３ 武田薬品工業 60.00
内用薬 3969004F4038 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤフィルム０．３「Ｑ

Ｑ」
救急薬品工業 後発品 32.50

内用薬 3969004F4046 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 41.40

内用薬 3969004F4054 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 29.20

内用薬 3969004F4062 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 33.30

内用薬 3969004F4070 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 30.00

内用薬 3969004F4089 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 39.70

内用薬 3969004F4097 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 33.30

内用薬 3969004F4100 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 30.00

内用薬 3969004F4119 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 30.00

内用薬 3969004F4127 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ベグリラートＯＤ錠０．３ｍｇ 大正薬品工業 後発品 27.70
内用薬 3969004F4135 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「マイ

ラン」
マイラン製薬 後発品 30.00

内用薬 3969006F1020 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 スターシス錠３０ｍｇ アステラス製薬 22.10
内用薬 3969006F1038 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ファスティック錠３０ 味の素 22.10
内用薬 3969006F2026 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 スターシス錠９０ｍｇ アステラス製薬 55.00
内用薬 3969006F2034 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ファスティック錠９０ 味の素 55.00
内用薬 3969007F1024 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 アクトス錠１５ 武田薬品工業 84.60
内用薬 3969007F2020 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 アクトス錠３０ 武田薬品工業 158.00
内用薬 3969008F1029 ミチグリニドカルシウム

水和物
５ｍｇ１錠 グルファスト錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 30.30

内用薬 3969008F2025 ミチグリニドカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 グルファスト錠１０ｍｇ キッセイ薬品工業 53.40

内用薬 3969009F1023 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 セイブル錠２５ｍｇ 三和化学研究所 29.70
内用薬 3969009F2020 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 セイブル錠５０ｍｇ 三和化学研究所 52.40
内用薬 3969009F3026 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 セイブル錠７５ｍｇ 三和化学研究所 73.10
内用薬 3969010F1026 シタグリプチンリン酸塩

水和物
２５ｍｇ１錠 グラクティブ錠２５ｍｇ 小野薬品工業 96.10

内用薬 3969010F1034 シタグリプチンリン酸塩
水和物

２５ｍｇ１錠 ジャヌビア錠２５ｍｇ 萬有製薬 96.10

内用薬 3969010F2022 シタグリプチンリン酸塩
水和物

５０ｍｇ１錠 グラクティブ錠５０ｍｇ 小野薬品工業 179.30

内用薬 3969010F2030 シタグリプチンリン酸塩
水和物

５０ｍｇ１錠 ジャヌビア錠５０ｍｇ 萬有製薬 179.30

内用薬 3969010F3029 シタグリプチンリン酸塩
水和物

１００ｍｇ１錠 グラクティブ錠１００ｍｇ 小野薬品工業 269.00
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内用薬 3969010F3037 シタグリプチンリン酸塩
水和物

１００ｍｇ１錠 ジャヌビア錠１００ｍｇ 萬有製薬 269.00

内用薬 3992001D1040 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

１０％１ｇ トリノシン顆粒１０％ トーアエイヨー 20.90

内用薬 3992001D1059 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

１０％１ｇ アデホスコーワ顆粒１０％ 興和 28.30

内用薬 3992001F1041 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 アデタイド腸溶錠 寿製薬 後発品 5.40

内用薬 3992001F1084 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 アデホスコーワ腸溶錠２０ 興和 5.90

内用薬 3992001F1130 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ錠「イセイ」 イセイ 後発品 5.40

内用薬 3992001F1262 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠“第一” 第一三共 5.90

内用薬 3992001F1319 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 トリノシン腸溶錠２０ｍｇ トーアエイヨー 5.90

内用薬 3992001F1335 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.40

内用薬 3992001F1343 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5.40

内用薬 3992001F1351 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「第一三共」 第一三共 5.90

内用薬 3992001F3028 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

６０ｍｇ１錠 アデホスコーワ腸溶錠６０ 興和 11.60

内用薬 3992001F3036 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

６０ｍｇ１錠 トリノシン腸溶錠６０ｍｇ トーアエイヨー 9.90

内用薬 3999001B2039 ラクツロース １ｇ ラクツロース末・Ｐ 興和 9.30
内用薬 3999001B2047 ラクツロース １ｇ モニラック原末 中外製薬 7.20
内用薬 3999001Q1051 ラクツロース ６０％１ｍＬ ラクツロース・シロップ６０％「コー

ワ」
興和 6.20

内用薬 3999001Q2058 ラクツロース ６５％１ｍＬ モニラック・シロップ６５％ 中外製薬 6.40
内用薬 3999001Q2066 ラクツロース ６５％１ｍＬ ピアーレシロップ６５％ 日本化薬 後発品 4.80
内用薬 3999001Q2074 ラクツロース ６５％１ｍＬ リフォロースシロップ６５％ 大正薬品工業 後発品 4.80
内用薬 3999001Q3020 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ カロリールゼリー 佐藤製薬 後発品 3.90
内用薬 3999001Q3038 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ ラグノスゼリー 大蔵製薬 後発品 3.90
内用薬 3999001Q3046 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ カロリールゼリー４０．４９６％ 佐藤製薬 後発品 3.90
内用薬 3999001Q3054 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ ラグノスゼリー分包１６．０５ｇ 大蔵製薬 後発品 3.90
内用薬 3999001R1030 ラクツロース ９５％１ｇ ピアーレＤＳ９５％ 高田製薬 後発品 6.20
内用薬 3999002F1020 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ブレディニン錠２５ 旭化成ファーマ 187.00
内用薬 3999002F2027 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ブレディニン錠５０ 旭化成ファーマ 321.00
内用薬 3999003F1017 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 メシル酸カモスタット１００ｍｇ錠 後発品 12.60
内用薬 3999003F1190 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 モスパン錠１００ ダイト 後発品 23.90
内用薬 3999003F1203 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 リーナック錠１００ 前田薬品工業 後発品 23.90
内用薬 3999003F1262 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 カルモザシン錠１００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 22.10
内用薬 3999003F1297 メシル酸カモスタット １００ｍｇ１錠 フオイパン錠１００ｍｇ 小野薬品工業 104.90
内用薬 3999004C1031 シクロスポリン １７％１ｇ シクロスポリン細粒１７％「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 1,014.10

内用薬 3999004M1029 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル サンディミュンカプセル２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

297.40

内用薬 3999004M2025 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル サンディミュンカプセル５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

525.20

内用薬 3999004M3021 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル ネオーラル１０ｍｇカプセル ノバルティス
ファーマ

137.10

内用薬 3999004M3048 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル アマドラカプセル１０ｍｇ 東洋カプセル 後発品 90.00
内用薬 3999004M3056 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクポラールカプセル１０ 日医工 後発品 80.40
内用薬 3999004M3064 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 108.90

内用薬 3999004M4028 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル ネオーラル２５ｍｇカプセル ノバルティス
ファーマ

287.70

内用薬 3999004M4044 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル アマドラカプセル２５ｍｇ 東洋カプセル 後発品 187.40
内用薬 3999004M4052 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクポラールカプセル２５ 日医工 後発品 173.10
内用薬 3999004M4060 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「Ｆ

Ｃ」
富士カプセル 後発品 164.00

内用薬 3999004M4079 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 206.40

内用薬 3999004M5024 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル ネオーラル５０ｍｇカプセル ノバルティス
ファーマ

503.40

内用薬 3999004M5040 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル アマドラカプセル５０ｍｇ 東洋カプセル 後発品 325.20
内用薬 3999004M5059 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクポラールカプセル５０ 日医工 後発品 291.20
内用薬 3999004M5067 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「Ｆ

Ｃ」
富士カプセル 後発品 269.10

内用薬 3999004M5075 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 347.80

内用薬 3999004S1028 シクロスポリン １０％１ｍＬ サンディミュン内用液 ノバルティス
ファーマ

1,075.50

内用薬 3999004S2024 シクロスポリン １０％１ｍＬ ネオーラル内用液 ノバルティス
ファーマ

1,053.30

内用薬 3999004S2032 シクロスポリン １０％１ｍＬ ネオーラル内用液１０％ ノバルティス
ファーマ

1,053.30

内用薬 3999005F1016 アザチオプリン ５０ｍｇ１錠 局 アザチオプリン錠 162.70
内用薬 3999006A1030 Ｌ－システイン ３２％１ｇ ハイチオール散３２％ 久光製薬 後発品 12.80
内用薬 3999006F1037 Ｌ－システイン ４０ｍｇ１錠 ハイチオール錠４０ 久光製薬 後発品 5.80
内用薬 3999006F2033 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 ハイチオール錠８０ 久光製薬 後発品 6.00
内用薬 3999006F2041 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 エコラン錠８０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 5.70
内用薬 3999007F1031 イノシンプラノベクス ４００ｍｇ１錠 イソプリノシン錠４００ｍｇ 持田製薬 224.80
内用薬 3999008C1030 イプリフラボン ４０％１ｇ イプリフラボン細粒４０％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 20.60

内用薬 3999008F1010 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 イプリフラボン２００ｍｇ錠 後発品 7.70
内用薬 3999008F1052 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 イバナシン錠 鶴原製薬 後発品 8.30
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内用薬 3999008F1273 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 オステン錠２００ｍｇ 武田薬品工業 41.20
内用薬 3999008F1281 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 フラボステン錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 8.90
内用薬 3999008F1303 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 イプリプラスト錠２００ｍｇ 日医工 後発品 8.90
内用薬 3999008F1311 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 サイポリン錠２００ｍｇ メディサ新薬 後発品 9.50
内用薬 3999008F1346 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 ムービニン錠２００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 8.30

内用薬 3999008F1362 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 コバステン錠２００ｍｇ 小林化工 後発品 8.30
内用薬 3999008F1370 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 モンタルジー錠２００ｍｇ 陽進堂 後発品 9.50
内用薬 3999008F1389 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 フィオランス錠２００ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 8.30
内用薬 3999008F1397 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 イバナシン錠２００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 8.30
内用薬 3999009F1030 塩化レボカルニチン １００ｍｇ１錠 エルカルチン錠１００ｍｇ 大塚製薬 101.80
内用薬 3999009F2037 塩化レボカルニチン ３００ｍｇ１錠 エルカルチン錠３００ｍｇ 大塚製薬 304.50
内用薬 3999010F1025 エチドロン酸二ナトリウ

ム
２００ｍｇ１錠 局 ダイドロネル錠２００ 大日本住友製薬 426.60

内用薬 3999012D1023 塩酸サプロプテリン ２．５％０．４ｇ１包 ビオプテン顆粒２．５％ 第一三共 3,699.30
内用薬 3999013F1037 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エアベース錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 65.30
内用薬 3999013F1045 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパタット錠５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 82.40
内用薬 3999013F1053 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルドース錠５０ 日医工 後発品 60.20
内用薬 3999013F1061 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０「ＥＫ」 小林化工 後発品 62.70
内用薬 3999013F1070 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 53.80
内用薬 3999013F1088 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０「ＯＨＡＲ

Ａ」
大原薬品工業 後発品 56.20

内用薬 3999013F1096 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 56.20
内用薬 3999013F1100 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 73.00

内用薬 3999013F1118 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０「タツミ」 辰巳化学 後発品 40.40
内用薬 3999013F1134 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キナルドース錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 76.70
内用薬 3999013F1142 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネアドール錠５０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 64.00
内用薬 3999013F1150 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネグルコ錠５０ｍｇ メディサ新薬 後発品 82.40
内用薬 3999013F1177 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネックス錠５０ 大洋薬品工業 後発品 60.20
内用薬 3999013F1185 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネルダー錠５０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 56.20

内用薬 3999013F1193 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キャルマック錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 65.30
内用薬 3999013F1207 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 サイロフト錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 50.90
内用薬 3999013F1215 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 ジアベパチー錠５０ｍｇ 東亜薬品 後発品 80.00
内用薬 3999013F1223 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 モネダックス錠５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 65.30
内用薬 3999013F1231 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネダック錠５０ｍｇ 小野薬品工業 136.10
内用薬 3999013F1240 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 パレルタック錠５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 33.70
内用薬 3999013F1258 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キネスタット錠５０ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 41.80
内用薬 3999013F1266 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 53.80
内用薬 3999013F1274 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「タカ

タ」
高田製薬 後発品 65.30

内用薬 3999013F1282 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 33.70
内用薬 3999014D1022 タクロリムス水和物 ０．２ｍｇ１包 プログラフ顆粒０．２ｍｇ アステラス製薬 232.90
内用薬 3999014D2029 タクロリムス水和物 １ｍｇ１包 プログラフ顆粒１ｍｇ アステラス製薬 857.30
内用薬 3999014M1022 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル プログラフカプセル１ｍｇ アステラス製薬 861.20
内用薬 3999014M2029 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル プログラフカプセル０．５ｍｇ アステラス製薬 488.60
内用薬 3999014M3025 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル プログラフカプセル５ｍｇ アステラス製薬 3,218.60
内用薬 3999014N1028 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル グラセプターカプセル０．５ｍｇ アステラス製薬 509.50
内用薬 3999014N2024 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル グラセプターカプセル１ｍｇ アステラス製薬 903.50
内用薬 3999014N3020 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル グラセプターカプセル５ｍｇ アステラス製薬 3,339.90
内用薬 3999015A1039 ラクチトール水和物 １ｇ ポルトラック原末 日本新薬 7.50
内用薬 3999016F1022 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトレート錠２ｍｇ 参天製薬 後発品 230.00
内用薬 3999016F1030 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 198.50
内用薬 3999016M1021 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル リウマトレックスカプセル２ｍｇ ワイス 320.10
内用薬 3999016M1048 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル トレキサメットカプセル２ｍｇ シオノケミカル 後発品 166.10
内用薬 3999016M1056 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 176.10

内用薬 3999016M1064 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル メトトレキサートカプセル２ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 176.10

内用薬 3999016M1072 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル メトトレキサートカプセル２ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 183.90

内用薬 3999017M1026 ミコフェノール酸モフェ
チル

２５０ｍｇ１カプセル セルセプトカプセル２５０ 中外製薬 326.20

内用薬 3999018F1021 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 フォサマック錠５ 萬有製薬 115.20

内用薬 3999018F1030 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 ボナロン錠５ｍｇ 帝人ファーマ 115.20

内用薬 3999018F1048 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 79.50

内用薬 3999018F1056 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 77.10

内用薬 3999018F1064 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 77.10

内用薬 3999018F2028 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 フォサマック錠３５ｍｇ 萬有製薬 745.10

内用薬 3999018F2036 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 ボナロン錠３５ｍｇ 帝人ファーマ 745.10

内用薬 3999019F1026 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 アクトネル錠２．５ｍｇ 味の素 126.20

内用薬 3999019F1034 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 ベネット錠２．５ｍｇ 武田薬品工業 126.20

内用薬 3999019F2022 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 アクトネル錠１７．５ｍｇ 味の素 767.20

内用薬 3999019F2030 リセドロン酸ナトリウム
水和物

１７．５ｍｇ１錠 ベネット錠１７．５ｍｇ 武田薬品工業 767.20

内用薬 3999020F1029 レフルノミド １０ｍｇ１錠 アラバ錠１０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

172.80

内用薬 3999020F2025 レフルノミド ２０ｍｇ１錠 アラバ錠２０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

301.00

88 / 127 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

内用薬 3999020F3021 レフルノミド １００ｍｇ１錠 アラバ錠１００ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

1,030.60

内用薬 3999021F1023 塩酸ラロキシフェン ６０ｍｇ１錠 エビスタ錠６０ｍｇ 日本イーライリ
リー

132.20

内用薬 3999022F1028 エベロリムス ０．２５ｍｇ１錠 サーティカン錠０．２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

660.30

内用薬 3999022F2024 エベロリムス ０．５ｍｇ１錠 サーティカン錠０．５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

1,188.90

内用薬 3999022F3020 エベロリムス ０．７５ｍｇ１錠 サーティカン錠０．７５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

1,690.50

内用薬 3999023F1022 シナカルセト塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 レグパラ錠２５ｍｇ 協和発酵キリン 535.10
内用薬 3999023F2029 シナカルセト塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 レグパラ錠７５ｍｇ 協和発酵キリン 983.60
内用薬 3999024M1026 ジアゾキシド ２５ｍｇ１カプセル アログリセムカプセル２５ｍｇ シェリング・プラ

ウ
251.80

内用薬 3999025F1021 ピルフェニドン ２００ｍｇ１錠 ピレスパ錠２００ｍｇ 塩野義製薬 676.40
内用薬 3999026F1026 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ボノテオ錠１ｍｇ アステラス製薬 133.70
内用薬 3999026F1034 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 リカルボン錠１ｍｇ 小野薬品工業 133.70
内用薬 3999100D1029 Ｌ－アルギニン・塩酸Ｌ

－アルギニン
１ｇ アルギＵ顆粒 味の素 45.40

内用薬 3999100D1037 Ｌ－アルギニン・塩酸Ｌ
－アルギニン

１ｇ アルギＵ配合顆粒 味の素 45.40

内用薬 4191001F1037 アデニン １０ｍｇ１錠 ロイコン錠１０ｍｇ 大原薬品工業 5.70
内用薬 4199001D1042 イノシン ９０％１ｇ イノシン顆粒９０％「日医工」 日医工ファーマ 後発品 23.20
内用薬 4211001X1010 シクロホスファミド １ｇ 局 シクロホスファミド 588.10
内用薬 4211002F1044 シクロホスファミド ５０ｍｇ１錠 エンドキサン錠５０ｍｇ 塩野義製薬 38.80
内用薬 4213002B1020 ブスルファン １％１ｇ マブリン散 大原薬品工業 131.80
内用薬 4213002B1047 ブスルファン １％１ｇ マブリン散１％ 大原薬品工業 131.80
内用薬 4219002F1034 メルファラン ２ｍｇ１錠 アルケラン錠２ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
214.60

内用薬 4219003M1046 リン酸エストラムスチン
ナトリウム

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

プロエスタカプセル 長生堂製薬 後発品 236.40

内用薬 4219003M1054 リン酸エストラムスチン
ナトリウム

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

エストラサイトカプセル１５６．７ｍ
ｇ

日本新薬 419.60

内用薬 4219003M1062 リン酸エストラムスチン
ナトリウム

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

ビアセチルカプセル１５６．７ｍｇ 大正薬品工業 後発品 236.40

内用薬 4219003M1070 リン酸エストラムスチン
ナトリウム

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

プロエスタカプセル１５６．７ｍｇ シオノケミカル 後発品 236.40

内用薬 4219004M1024 テモゾロミド ２０ｍｇ１カプセル テモダールカプセル２０ｍｇ シェリング・プラ
ウ

3,276.50

内用薬 4219004M2020 テモゾロミド １００ｍｇ１カプセル テモダールカプセル１００ｍｇ シェリング・プラ
ウ

16,390.90

内用薬 4221001B1052 メルカプトプリン １０％１ｇ ロイケリン散１０％ 大原薬品工業 84.40
内用薬 4222001F1027 メトトレキサート ２．５ｍｇ１錠 メソトレキセート錠２．５ｍｇ ワイス 43.80
内用薬 4223002D1044 テガフール ５０％１ｇ ステロジン顆粒 寿製薬 後発品 151.80
内用薬 4223002D1052 テガフール ５０％１ｇ ステロジン顆粒５０％ 寿製薬 後発品 151.80
内用薬 4223002D2083 テガフール ５０％１ｇ フトラフール腸溶顆粒５０％ 大鵬薬品工業 461.40
内用薬 4223002H1011 テガフール ２００ｍｇ１錠 テガフール２００ｍｇ腸溶錠 後発品 35.40
内用薬 4223002H1062 テガフール ２００ｍｇ１錠 フトラフール腸溶錠２００ｍｇ 大鵬薬品工業 193.20
内用薬 4223002M1010 テガフール ２００ｍｇ１カプセル テガフール２００ｍｇカプセル 後発品 26.10
内用薬 4223002M1419 テガフール ２００ｍｇ１カプセル フトラフールカプセル２００ｍｇ 大鵬薬品工業 161.90
内用薬 4223002M2040 テガフール ２００ｍｇ１カプセル フトラフール腸溶カプセル２００ｍｇ 大鵬薬品工業 193.40
内用薬 4223003F1031 フルオロウラシル ５０ｍｇ１錠 ５－ＦＵ錠５０協和 協和発酵キリン 201.00
内用薬 4223003F1066 フルオロウラシル ５０ｍｇ１錠 ルナポン錠５０ 沢井製薬 後発品 71.30
内用薬 4223003F2038 フルオロウラシル １００ｍｇ１錠 ５－ＦＵ錠１００協和 協和発酵キリン 363.60
内用薬 4223003F2062 フルオロウラシル １００ｍｇ１錠 ルナポン錠１００ 沢井製薬 後発品 127.90
内用薬 4223003R1011 フルオロウラシル ５０ｍｇ１ｇ フルオロウラシル５０ｍｇ１ｇシロッ

プ用
後発品 29.60

内用薬 4223004M1027 ドキシフルリジン １００ｍｇ１カプセル 局 フルツロンカプセル１００ 中外製薬 199.80
内用薬 4223004M2023 ドキシフルリジン ２００ｍｇ１カプセル 局 フルツロンカプセル２００ 中外製薬 312.50
内用薬 4223005F1022 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 ゼローダ錠３００ 中外製薬 350.50
内用薬 4224001M1020 シタラビンオクホス

ファート
５０ｍｇ１カプセル スタラシドカプセル５０ 日本化薬 451.00

内用薬 4224001M2027 シタラビンオクホス
ファート

１００ｍｇ１カプセル スタラシドカプセル１００ 日本化薬 790.50

内用薬 4229001M1027 ヒドロキシカルバミド ５００ｍｇ１カプセル ハイドレアカプセル５００ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

342.10

内用薬 4229002F1022 リン酸フルダラビン １０ｍｇ１錠 フルダラ錠１０ｍｇ バイエル薬品 3,637.80
内用薬 4229100D2027 テガフール・ウラシル ２０％１ｇ（テガフー

ル相当量）
ユーエフティＥ顆粒２０％ 大鵬薬品工業 720.80

内用薬 4229100D3023 テガフール・ウラシル １００ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ 大鵬薬品工業 360.40

内用薬 4229100D4020 テガフール・ウラシル １５０ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ 大鵬薬品工業 540.60

内用薬 4229100D5026 テガフール・ウラシル ２００ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ２００ 大鵬薬品工業 720.80

内用薬 4229100M2027 テガフール・ウラシル １００ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ユーエフティカプセル１００ｍｇ 大鵬薬品工業 285.90

内用薬 4229100M2035 テガフール・ウラシル １００ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 大鵬薬品工業 285.90

内用薬 4229101D1025 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ 大鵬薬品工業 858.20

内用薬 4229101D2021 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ 大鵬薬品工業 1,032.10

内用薬 4229101M1025 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ティーエスワンカプセル２０ 大鵬薬品工業 675.60

内用薬 4229101M1033 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ 大鵬薬品工業 675.60

89 / 127 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

内用薬 4229101M2021 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ティーエスワンカプセル２５ 大鵬薬品工業 812.80

内用薬 4229101M2030 テガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカリウム

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

ティーエスワン配合カプセルＴ２５ 大鵬薬品工業 812.80

内用薬 4240001M1067 エトポシド ２５ｍｇ１カプセル ラステットＳカプセル２５ｍｇ 日本化薬 903.20
内用薬 4240001M1075 エトポシド ２５ｍｇ１カプセル ベプシドカプセル２５ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
903.20

内用薬 4240001M2063 エトポシド ５０ｍｇ１カプセル ラステットＳカプセル５０ｍｇ 日本化薬 1,759.20
内用薬 4240001M2071 エトポシド ５０ｍｇ１カプセル ベプシドカプセル５０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
1,685.50

内用薬 4291001F1032 アセグラトン １８７．５ｍｇ１錠 グルカロン錠１８７．５ｍｇ 中外製薬 21.30
内用薬 4291002M1036 塩酸プロカルバジン ５０ｍｇ１カプセル 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ

「中外」
中外製薬 396.00

内用薬 4291003F1015 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 クエン酸タモキシフェン１０ｍｇ錠 後発品 37.30
内用薬 4291003F1090 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 ノルキシフェン錠 寿製薬 後発品 71.30
内用薬 4291003F1155 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 タスオミン錠１０ｍｇ バイエル薬品 後発品 114.80
内用薬 4291003F1163 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠１０ｍｇ アストラゼネカ 191.80
内用薬 4291003F1171 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 アドパン錠１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 52.20
内用薬 4291003F1180 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 フェノルルン錠１０ｍｇ メディサ新薬 後発品 84.80
内用薬 4291003F1198 クエン酸タモキシフェン １０ｍｇ１錠 ノルキシフェン錠１０ｍｇ 寿製薬 後発品 71.30
内用薬 4291003F2046 クエン酸タモキシフェン ２０ｍｇ１錠 タスオミン錠２０ｍｇ バイエル薬品 後発品 236.20
内用薬 4291003F2054 クエン酸タモキシフェン ２０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠２０ｍｇ アストラゼネカ 369.50
内用薬 4291004C1030 ソブゾキサン ４００ｍｇ１包 ペラゾリン細粒４００ｍｇ 全薬工業 2,214.70
内用薬 4291004C2036 ソブゾキサン ８００ｍｇ１包 ペラゾリン細粒８００ｍｇ 全薬工業 3,914.90
内用薬 4291005F1030 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５「ＫＮ」 小林化工 後発品 207.00
内用薬 4291005F1057 フルタミド １２５ｍｇ１錠 オダイン錠１２５ｍｇ 日本化薬 336.30
内用薬 4291005F1065 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 201.30
内用薬 4291006M1034 トレチノイン １０ｍｇ１カプセル ベサノイドカプセル１０ｍｇ 中外製薬 745.00
内用薬 4291007F1021 クエン酸トレミフェン ４０ｍｇ１錠 フェアストン錠４０ 日本化薬 428.90
内用薬 4291007F1030 クエン酸トレミフェン ４０ｍｇ１錠 トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 290.60
内用薬 4291007F2028 クエン酸トレミフェン ６０ｍｇ１錠 フェアストン錠６０ 日本化薬 646.40
内用薬 4291009F1039 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 カソデックス錠８０ｍｇ アストラゼネカ 1,042.60
内用薬 4291009F1047 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 725.20
内用薬 4291009F1055 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 725.20
内用薬 4291009F1063 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 769.50
内用薬 4291009F1071 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 708.90
内用薬 4291009F1080 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 668.60
内用薬 4291009F1098 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 654.90
内用薬 4291009F1101 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 576.00
内用薬 4291009F1110 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 734.40
内用薬 4291009F1128 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 654.90
内用薬 4291009F1136 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 725.20
内用薬 4291009F1144 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 644.20
内用薬 4291009F1152 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 624.10
内用薬 4291009F1160 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 624.10
内用薬 4291009F1179 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 654.90
内用薬 4291009F1187 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 680.30
内用薬 4291009F1195 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 697.10
内用薬 4291009F1209 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 697.10
内用薬 4291010F1031 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アリミデックス錠１ｍｇ アストラゼネカ 573.40
内用薬 4291011F1028 メシル酸イマチニブ １００ｍｇ１錠 グリベック錠１００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
2,749.00

内用薬 4291012F1022 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 アロマシン錠２５ｍｇ ファイザー 590.00
内用薬 4291013F1027 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 イレッサ錠２５０ アストラゼネカ 6,526.20
内用薬 4291014F1021 タミバロテン ２ｍｇ１錠 アムノレイク錠２ｍｇ 東光薬品工業 3,824.40
内用薬 4291015F1026 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 フェマーラ錠２．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
655.40

内用薬 4291016F1020 エルロチニブ塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 タルセバ錠２５ｍｇ 中外製薬 1,923.30
内用薬 4291016F2027 エルロチニブ塩酸塩 １００ｍｇ１錠 タルセバ錠１００ｍｇ 中外製薬 7,070.50
内用薬 4291016F3023 エルロチニブ塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 タルセバ錠１５０ｍｇ 中外製薬 10,347.00
内用薬 4291017F1025 ソラフェニブトシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ネクサバール錠２００ｍｇ バイエル薬品 5,426.20
内用薬 4291018M1029 スニチニブリンゴ酸塩 １２．５ｍｇ１カプセ

ル
スーテントカプセル１２．５ｍｇ ファイザー 8,546.30

内用薬 4291019M1023 サリドマイド １００ｍｇ１カプセル サレドカプセル１００ 藤本製薬 6,570.40
内用薬 4291020F1027 ダサチニブ水和物 ２０ｍｇ１錠 スプリセル錠２０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
3,897.30

内用薬 4291020F2023 ダサチニブ水和物 ５０ｍｇ１錠 スプリセル錠５０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

9,214.20

内用薬 4291021M1020 ニロチニブ塩酸塩水和物 ２００ｍｇ１カプセル タシグナカプセル２００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

4,607.20

内用薬 4291022F1026 ラパチニブトシル酸塩水
和物

２５０ｍｇ１錠 タイケルブ錠２５０ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

1,620.70

内用薬 4299001A1025 かわらたけの菌糸体 １ｇ アスクレ 日医工 後発品 195.30
内用薬 4299001A1041 かわらたけの菌糸体 １ｇ カルボクリン末 大洋薬品工業 後発品 297.60
内用薬 4299001A1076 かわらたけの菌糸体 １ｇ クレスチン クレハ 491.70
内用薬 4299001A1084 かわらたけの菌糸体 １ｇ クレチール末 沢井製薬 後発品 195.30
内用薬 4299001A1092 かわらたけの菌糸体 １ｇ チオレスチン散 長生堂製薬 後発品 224.50
内用薬 4299001A1106 かわらたけの菌糸体 １ｇ アスクレ原末 日医工 後発品 195.30
内用薬 4299001A1114 かわらたけの菌糸体 １ｇ クレスチン細粒 クレハ 491.70
内用薬 4299002M1034 ウベニメクス １０ｍｇ１カプセル ベスタチンカプセル１０ｍｇ 日本化薬 614.80
内用薬 4299002M2030 ウベニメクス ３０ｍｇ１カプセル ベスタチンカプセル３０ｍｇ 日本化薬 1,561.40
内用薬 4300002M1029 ヨウ化ナトリウム（１２

３Ｉ）
３．７ＭＢｑ１カプセ
ル

局 ヨードカプセル－１２３ 日本メジフィジッ
クス

3,309.20

内用薬 4300003M1015 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

０．９２５ＭＢｑ１カ
プセル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

404.30
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