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内用薬 2349100X1182 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ アシドレス配合内服液 中北薬品 後発品 10.40

内用薬 2349100X1190 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ サクロフト配合内用液 大正薬品工業 後発品 9.90 H24.3.31まで

内用薬 2349100X1204 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ タイメック配合内用液 大洋薬品工業 後発品 13.20

内用薬 2349100X1212 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ ディクアノン配合内用液 日新製薬（山形） 後発品 9.90

内用薬 2349100X1220 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液 日医工ファーマ 後発品 13.20

内用薬 2349100X1239 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液分包 日医工ファーマ 後発品 13.20

内用薬 2349100X1247 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マルファ配合内服液 東洋製薬化成 後発品 19.60

内用薬 2349101D1024 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マーロックス懸濁内服用 サノフィ・アベン
ティス

後発品 20.00 H22.6.30まで

内用薬 2349101D1032 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マックメット懸濁内服用 沢井製薬 後発品 7.00 H22.6.30まで

内用薬 2349101D1040 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ クリメラン懸濁用 高田製薬 後発品 7.00 H22.6.30まで

内用薬 2349101D1059 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ アイスフラット懸濁内服用 長生堂製薬 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2349101D1067 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ タイメック懸濁内服用 大洋薬品工業 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2349101D1075 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マルペリス懸濁内服用 サンド 後発品 8.20 H24.3.31まで

内用薬 2349101D1083 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ リタロクス懸濁内服用 鶴原製薬 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2349101D1091 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ウィットコップ懸濁内服用 陽進堂 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2349101D1105 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マーレッジ懸濁内服用 東和薬品 後発品 6.30 H22.6.30まで

内用薬 2349101D1113 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マルファ顆粒懸濁用 東洋製薬化成 後発品 20.00 H22.6.30まで

内用薬 2349101D1121 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ サクロフト懸濁用 大正薬品工業 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2349101D1130 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ディクアノン懸濁内服用 日新製薬（山形） 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 2349101D1148 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ハイリース懸濁内服用 イセイ 後発品 6.30 H22.6.30まで

内用薬 2349101D1156 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ アイスフラット懸濁用配合顆粒 長生堂製薬 後発品 6.20

内用薬 2349101D1164 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ウィットコップ懸濁用配合顆粒 陽進堂 後発品 6.20

内用薬 2349101D1172 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ クリメラン懸濁用配合ＤＳ 高田製薬 後発品 7.00 H24.3.31まで

内用薬 2349101D1180 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ サクロフト懸濁用配合顆粒 大正薬品工業 後発品 6.20 H24.3.31まで

内用薬 2349101D1199 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ タイメック懸濁用配合顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2349101D1202 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ディクアノン懸濁用配合顆粒 日新製薬（山形） 後発品 6.20

内用薬 2349101D1210 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ ハイリース懸濁用配合顆粒 イセイ 後発品 6.30

内用薬 2349101D1229 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マックメット懸濁用配合ＤＳ 沢井製薬 後発品 7.00

内用薬 2349101D1237 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マルファ懸濁用配合顆粒 東洋製薬化成 後発品 20.00

内用薬 2349101D1245 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マーレッジ懸濁用配合ＤＳ 東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2349101D1253 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ マーロックス懸濁用配合顆粒 サノフィ・アベン
ティス

後発品 20.00

内用薬 2349101D1261 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１ｇ リタロクス懸濁用配合顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2349102X1025 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ アシドレス液 中北薬品 後発品 10.40 H22.6.30まで

内用薬 2354001X1022 カスカラサグラダ流エキ
ス

１０ｍＬ ※ カスカラサグラダ流エキス（司生堂） 司生堂製薬 後発品 13.30

内用薬 2354002F1030 センナエキス ４０ｍｇ１錠 アジャストＡコーワ錠４０ｍｇ 興和 6.10
内用薬 2354002F2028 センナエキス ８０ｍｇ１錠 ヨーデルＳ糖衣錠－８０ 藤本製薬 後発品 7.40
内用薬 2354002F2036 センナエキス ８０ｍｇ１錠 ヨーヤクール錠８０ 大洋薬品工業 後発品 5.70
内用薬 2354003D2021 センノシド ８％１ｇ ソルドールＥ顆粒 ジェイドルフ製薬 後発品 13.90 H22.6.30まで
内用薬 2354003D2048 センノシド ８％１ｇ センノサイド顆粒８％「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 14.80
内用薬 2354003D2056 センノシド ８％１ｇ ソルドール顆粒８％ ジェイドルフ製薬 後発品 13.90
内用薬 2354003F2103 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルダナ 堀井薬品工業 後発品 5.00 H22.6.30まで
内用薬 2354003F2111 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルドールＥ ジェイドルフ製薬 後発品 5.00 H22.6.30まで
内用薬 2354003F2146 センノシド １２ｍｇ１錠 プルゼニド錠 ノバルティス

ファーマ
5.60 H22.6.30まで

内用薬 2354003F2162 センノシド １２ｍｇ１錠 リタセンド 鶴原製薬 後発品 5.00 H22.6.30まで
内用薬 2354003F2189 センノシド １２ｍｇ１錠 プルノサイド錠１２ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.00
内用薬 2354003F2197 センノシド １２ｍｇ１錠 フォルセニッド錠１２ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.00
内用薬 2354003F2200 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 5.00
内用薬 2354003F2227 センノシド １２ｍｇ１錠 ペンクルシン錠１２ｍｇ 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 2354003F2235 センノシド １２ｍｇ１錠 セネバクール錠１２ｍｇ 生晃栄養薬品 後発品 5.00
内用薬 2354003F2243 センノシド １２ｍｇ１錠 センノサイド錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 5.00
内用薬 2354003F2251 センノシド １２ｍｇ１錠 センナリド錠１２ｍｇ サンド 後発品 5.00
内用薬 2354003F2260 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.00
内用薬 2354003F2278 センノシド １２ｍｇ１錠 センノサイド錠１２ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.00
内用薬 2354003F2286 センノシド １２ｍｇ１錠 センナル錠１２ｍｇ 陽進堂 後発品 5.00
内用薬 2354003F2294 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルダナ錠１２ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 5.00
内用薬 2354003F2308 センノシド １２ｍｇ１錠 ソルドール錠１２ｍｇ ジェイドルフ製薬 後発品 5.00
内用薬 2354003F2316 センノシド １２ｍｇ１錠 プルゼニド錠１２ｍｇ ノバルティス

ファーマ
5.60

内用薬 2354003F2324 センノシド １２ｍｇ１錠 リタセンド錠１２ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.00
内用薬 2354003S1032 センノシド ２．４％１ｍＬ センノサイド内用液２．４％ 大正薬品工業 後発品 9.40
内用薬 2355001X1011 硫酸カリウム １０ｇ 局 硫酸カリウム 12.30
内用薬 2355002X1016 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 硫酸マグネシウム水和物 7.20 H23.11.11一般名等

内用薬 2355002X1040 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 硫酸マグネシウム．ＯＩ 日医工ファーマ 8.30
内用薬 2355002X1083 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 硫酸マグネシウム「トミタ」 富田製薬 8.30
内用薬 2355002X1091 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 ※ 硫酸マグネシウム（山善） 山善製薬 8.30
内用薬 2355002X1105 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 局 硫酸マグネシウム「ヤクハン」 ヤクハン製薬 8.30
内用薬 2356001X1019 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油 11.80
内用薬 2356001X1043 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油．ＯＹ 日医工ファーマ 14.60
内用薬 2356001X1060 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油　シオエ シオエ製薬 14.20 H24.3.31まで
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内用薬 2356001X1124 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ※ ヒマシ油（東海製薬） 東海製薬 14.20
内用薬 2356001X1140 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油ＦＭ フヂミ製薬所 15.00
内用薬 2356001X1159 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「マルイシ」 丸石製薬 15.00
内用薬 2356001X1183 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ※ ヒマシ油（山善） 山善製薬 15.00
内用薬 2356001X1248 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「ニッコー」 日興製薬 14.20
内用薬 2356001X1264 ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ヒマシ油「ヨシダ」 吉田製薬 15.00
内用薬 2356002X1013 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油 13.60
内用薬 2356002X1056 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油「ケンエー」 健栄製薬 14.80
内用薬 2356002X1080 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 「純生」加香ヒマシ油 純生薬品工業 14.30 H24.3.31まで
内用薬 2356002X1145 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油ＦＭ フヂミ製薬所 14.30
内用薬 2356002X1153 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 加香ヒマシ油「マルイシ」 丸石製薬 14.30
内用薬 2356002X1188 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 局 ※ 加香ヒマシ油（山善） 山善製薬 16.10
内用薬 2359001X2017 カルメロースナトリウム １ｇ 局 カルメロースナトリウム 7.50
内用薬 2359002D1027 カルメロースナトリウム １ｇ バルコーゼ サンノーバ 6.20 H24.3.31まで
内用薬 2359002D1035 カルメロースナトリウム １ｇ バルコーゼ顆粒７５％ サンノーバ 6.20 H23.11.28収載

内用薬 2359005D1020 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ ピコダルム顆粒 日新製薬（山形） 後発品 25.50 H22.6.30まで

内用薬 2359005D1080 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ パンホデール顆粒１％ ニプロジェネファ 後発品 14.00 H23.3.31まで

内用薬 2359005D1098 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ ヨーピス顆粒１％ イセイ 後発品 10.60

内用薬 2359005D1101 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ ピコダルム顆粒１％ 日新製薬（山形） 後発品 25.50

内用薬 2359005F1048 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ラキソベロン錠 帝人ファーマ 10.10 H22.6.30まで

内用薬 2359005F1110 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 アペリール錠２．５ 日医工 後発品 5.60

内用薬 2359005F1137 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 シンラック錠２．５ 岩城製薬 後発品 5.60

内用薬 2359005F1145 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 スルチミン錠２．５ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 2359005F1153 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ピコスロン錠２．５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 2359005F1161 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 コンスーベン錠２．５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2359005F1170 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ファースルー錠２．５ｍｇ 伏見製薬所 後発品 5.60

内用薬 2359005F1188 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ヨーピス錠２．５ｍｇ イセイ 後発品 5.60

内用薬 2359005F1196 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ピコベン錠２．５ｍｇ ザイダスファーマ 後発品 5.60

内用薬 2359005F1200 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 チャルドール錠２．５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 6.50

内用薬 2359005F1218 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１錠 ラキソベロン錠２．５ｍｇ 帝人ファーマ 10.10

内用薬 2359005F2028 ピコスルファートナトリ
ウム

１ｍｇ１錠 チャルドール錠１ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2359005F3032 ピコスルファートナトリ
ウム

７．５ｍｇ１錠 シンラック錠７．５ 岩城製薬 後発品 7.60

内用薬 2359005M1071 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１カプセル ピコスルファットカプセル２．５ｍｇ 東洋カプセル 後発品 6.20

内用薬 2359005M1080 ピコスルファートナトリ
ウム

２．５ｍｇ１カプセル ピコルーラカプセル２．５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2359005R1028 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ スナイリンドライシロップ アボットジャパン 後発品 30.70 H22.6.30まで

内用薬 2359005R1079 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ フルレールＤＳ１％ 高田製薬 後発品 20.40

内用薬 2359005R1087 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ アペリールドライシロップ１％ 日医工 後発品 12.60

内用薬 2359005R1095 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ ピコスルファートナトリウムＤＳ１％
「ＥＭＥＣ」

サンノーバ 後発品 22.30

内用薬 2359005R1109 ピコスルファートナトリ
ウム

１％１ｇ スナイリンドライシロップ１％ アボットジャパン 後発品 30.70

内用薬 2359005S1020 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ シンラック液 岩城製薬 後発品 13.20 H22.6.30まで

内用薬 2359005S1100 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ラキソベロン液 帝人ファーマ 28.80 H22.6.30まで

内用薬 2359005S1151 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ファレスタック液０．７５％ 東和薬品 後発品 11.80

内用薬 2359005S1160 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ フルレール内用液０．７５％ 高田製薬 後発品 13.20

内用薬 2359005S1178 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ベルベロン内用液０．７５％ 日医工ファーマ 後発品 10.40

内用薬 2359005S1186 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ コンスーベン内用液０．７５％ 鶴原製薬 後発品 10.40

内用薬 2359005S1194 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ チャルドール内用液０．７５％ 大洋薬品工業 後発品 13.20

内用薬 2359005S1208 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 10.40 H23.3.31まで

内用薬 2359005S1216 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ヨーピス内用液０．７５％ イセイ 後発品 12.30

内用薬 2359005S1224 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ラキソデート内用液０．７５％ 小林化工 後発品 12.30

内用薬 2359005S1232 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ シンラック内用液０．７５％ 岩城製薬 後発品 13.20

内用薬 2359005S1240 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ラキソベロン内用液０．７５％ 帝人ファーマ 28.80

内用薬 2359005S1259 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「ＣＨＯＳ」

シー・エイチ・
オー新薬

後発品 10.40 H22.5.28収載

内用薬 2359005S1267 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「ＰＰ」

ポーラファルマ 後発品 10.40 H22.5.28収載

内用薬 2359005S1275 ピコスルファートナトリ
ウム

０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「タナベ」

長生堂製薬 後発品 10.40 H22.5.28収載

内用薬 2359102X1021 センナ・センナ実 １ｇ アローゼン ポーラファルマ 8.40 H22.6.30まで
内用薬 2359102X1056 センナ・センナ実 １ｇ ピムロ顆粒 摩耶堂製薬 後発品 6.20
内用薬 2359102X1064 センナ・センナ実 １ｇ セリナリート顆粒 シオノケミカル 後発品 6.20
内用薬 2359102X1072 センナ・センナ実 １ｇ アローゼン顆粒 ポーラファルマ 8.40
内用薬 2359103X1034 ダイオウ・センナ配合剤 １錠 セチロ配合錠 ジェイドルフ製薬 5.70

内用薬 2359106B1022 複方カンゾウ １ｇ 複方甘草散「スズ」 鈴粉末薬品 後発品 5.90
内用薬 2359106B1030 複方カンゾウ １ｇ ※ 複方カンゾウ散（純生） 純生薬品工業 後発品 5.90

内用薬 2359108F1031 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

１錠 ビーマスＳ錠 日本臓器製薬 5.70 H22.6.30まで
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内用薬 2359108F1058 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

１錠 ベンコール配合錠 日医工ファーマ 後発品 5.60

内用薬 2359108F1066 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

１錠 ビーマス配合錠 日本臓器製薬 5.70

内用薬 2359109B1077 人工カルルス塩 １０ｇ 人工カルルス塩「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 後発品 6.50
内用薬 2359109B1115 人工カルルス塩 １０ｇ 人工カルルス塩「ヤマゼン」 山善製薬 後発品 7.60
内用薬 2362001D1060 ウルソデオキシコール酸 ５％１ｇ 局 ウルソ顆粒５％ 田辺三菱製薬 8.40
内用薬 2362001D1079 ウルソデオキシコール酸 ５％１ｇ レプター顆粒５％ 扶桑薬品工業 後発品 6.20 H23.3.31まで
内用薬 2362001F1037 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ゴクミシン錠５０ ニプロジェネファ 後発品 6.00
内用薬 2362001F1045 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルデックス 東和薬品 後発品 5.60 H22.8.31まで
内用薬 2362001F1053 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 レプター錠５０ 日本ジェネリック 後発品 5.60 H23.4.1局方品

内用薬 2362001F1061 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルデナシン錠５０ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.4.1局方品

内用薬 2362001F1070 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルサミック錠５０ ニプロファーマ 後発品 6.00
内用薬 2362001F1088 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルソ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 8.80
内用薬 2362001F1096 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 局 ウルデストン錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60 H23.4.1局方品

内用薬 2362001F2041 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルデストン錠１００ 東和薬品 後発品 6.30 H22.6.30まで
内用薬 2362001F2050 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ゴクミシン錠１００ ニプロジェネファ 後発品 6.20
内用薬 2362001F2068 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 レプター錠１００ 日本ジェネリック 後発品 5.80 H23.4.1局方品

内用薬 2362001F2084 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルデナシン錠１００ 大洋薬品工業 後発品 5.80 H23.4.1局方品

内用薬 2362001F2122 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルサミック錠１００ ニプロファーマ 後発品 6.20
内用薬 2362001F2149 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソ錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 13.00
内用薬 2362001F2157 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 プレコート錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.70 H23.4.1局方品

内用薬 2362001F2165 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウビロン錠１００ｍｇ メディサ新薬 後発品 6.50
内用薬 2362001F2173 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ

「ＺＥ」
全星薬品工業 後発品 6.30 H23.4.1局方品

内用薬 2362001F2181 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 局 ウルデストン錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 6.30 H23.4.1局方品

内用薬 2362003M2031 ケノデオキシコール酸 １２５ｍｇ１カプセル チノカプセル１２５ 藤本製薬 20.20
内用薬 2369001F1097 アネトールトリチオン １２．５ｍｇ１錠 アテネントール錠１２．５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2369003C1030 トレピブトン １０％１ｇ スパカール細粒１０％ 大原薬品工業 40.60
内用薬 2369003F1037 トレピブトン ４０ｍｇ１錠 スパカール錠４０ｍｇ 大原薬品工業 19.90
内用薬 2391001F1020 オンダンセトロン塩酸塩

水和物
２ｍｇ１錠 ゾフラン錠２ グラクソ・スミス

クライン
889.20

内用薬 2391001F2027 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

４ｍｇ１錠 ゾフラン錠４ グラクソ・スミス
クライン

1,398.00

内用薬 2391001Q1030 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

０．０５％１ｍＬ ゾフラン小児用シロップ０．０５％ グラクソ・スミス
クライン

362.20

内用薬 2391002C1037 塩酸グラニセトロン ２ｍｇ１包 カイトリル細粒０．４％ 中外製薬 1,364.60
内用薬 2391002F1025 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１錠 カイトリル錠１ｍｇ 中外製薬 739.50

内用薬 2391002F2021 塩酸グラニセトロン ２ｍｇ１錠 カイトリル錠２ｍｇ 中外製薬 1,343.90

内用薬 2391002Q1026 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１包 グラニセトロン内服ゼリー１ｍｇ「ケ
ミファ」

日医工ファーマ 後発品 585.80

内用薬 2391002Q2022 塩酸グラニセトロン ２ｍｇ１包 グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケ
ミファ」

日医工ファーマ 後発品 1,038.00

内用薬 2391003M1029 塩酸トロピセトロン ５ｍｇ１カプセル ナボバンカプセル５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

1,880.30

内用薬 2391004F1024 塩酸ラモセトロン ０．１ｍｇ１錠 ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ アステラス製薬 1,494.90
内用薬 2391005F1029 塩酸アザセトロン １０ｍｇ１錠 セロトーン錠１０ｍｇ 日本たばこ産業 1,480.40
内用薬 2391006F1023 オンダンセトロン ４ｍｇ１錠 ゾフランザイディス４ グラクソ・スミス

クライン
1,414.10

内用薬 2391007F1028 塩酸インジセトロン ８ｍｇ１錠 シンセロン錠８ｍｇ 杏林製薬 1,517.30
内用薬 2391008M1021 アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル イメンドカプセル８０ｍｇ 小野薬品工業 3,263.80
内用薬 2391008M2028 アプレピタント １２５ｍｇ１カプセル イメンドカプセル１２５ｍｇ 小野薬品工業 4,774.70
内用薬 2391008M3024 アプレピタント １セット イメンドカプセルセット 小野薬品工業 11,302.30
内用薬 2392001Q1029 トコン ３０ｍＬ１瓶 局 トコンシロップ「ツムラ」 ツムラ 1,576.40
内用薬 2399001F1037 アカメガシワエキス １３５ｍｇ１錠 マロゲン錠１３５ｍｇ 日本新薬 6.40
内用薬 2399004C1077 メトクロプラミド ２％１ｇ プリンペラン細粒２％ アステラス製薬 16.30
内用薬 2399004C1085 メトクロプラミド ２％１ｇ プラミール細粒２％ ナガセ医薬品 後発品 6.20
内用薬 2399004C1093 メトクロプラミド ２％１ｇ フォリクロン細粒２％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2399004D1048 メトクロプラミド ２％１ｇ ペラプリン顆粒２％ 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2399004F1154 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 アノレキシノン錠５ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2399004F1162 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 フォリクロン錠５ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2399004F1170 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 テルペラン錠５ あすか製薬 後発品 5.60
内用薬 2399004F1189 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 ペラプリン錠５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399004F1200 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 プリンペラン錠５ アステラス製薬 6.40
内用薬 2399004F1219 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 エリーテン錠５ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60

内用薬 2399004F1227 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 プラミール錠５ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 5.60
内用薬 2399004F2029 メトクロプラミド １０ｍｇ１錠 局 テルペラン錠１０ あすか製薬 後発品 6.00
内用薬 2399004Q1074 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ フォリクロンシロップ 鶴原製薬 後発品 10.10 H23.3.31まで
内用薬 2399004Q1082 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ ペラプリンシロップ０．１％ 大洋薬品工業 後発品 11.80
内用薬 2399004Q1090 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ プリンペランシロップ０．１％ アステラス製薬 34.70
内用薬 2399004Q1104 メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ プラミールシロップ０．１％ ナガセ医薬品 後発品 22.40
内用薬 2399005C1020 ドンペリドン １％１ｇ ナウゼリン細粒１％ 協和発酵キリン 19.50
内用薬 2399005F1027 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナウゼリン錠５ 協和発酵キリン 11.60
内用薬 2399005F1035 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ミオナゼリン錠５ 長生堂製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2399005F1043 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ハドドリン錠「５」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2399005F1078 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2399005F1086 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399005F1094 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ノーゼア錠５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60 H22.5.28収載

内用薬 2399005F1108 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリン錠５ メディサ新薬 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 2399005F1116 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナシロビン錠５ 日医工ファーマ 後発品 6.10 H22.11.19収載

内用薬 2399005F1124 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 フォリメジン錠５ 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 2399005F1132 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ペリゼリン錠５ｍｇ 日医工 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 2399005F1140 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ペロリック錠５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 2399005F1159 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 モンロビア錠５ 日新製薬（山形） 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 2399005F1167 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.6.24収載

内用薬 2399005F1175 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ジャックマール錠５ 陽進堂 後発品 5.60 H23.11.28収載

内用薬 2399005F1183 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 6.10 H23.11.28収載

内用薬 2399005F2023 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウゼリン錠１０ 協和発酵キリン 18.00
内用薬 2399005F2031 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウザート錠１０ 大正薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2399005F2074 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ノーゼア錠１０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399005F2082 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナシロビン錠１０ 日医工ファーマ 後発品 6.10
内用薬 2399005F2090 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ミオナゼリン錠１０ 長生堂製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2399005F2104 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ペリゼリン錠１０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2399005F2112 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 モンロビア錠１０ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2399005F2120 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ハドドリン錠「１０」 辰巳化学 後発品 5.60
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内用薬 2399005F2139 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリン錠１０ メディサ新薬 後発品 5.60
内用薬 2399005F2147 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ジャックマール錠１０ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2399005F2198 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 フォリメジン錠１０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2399005F2260 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 6.10

内用薬 2399005F2279 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ペロリック錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2399005F2287 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399005F2295 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2399005F2309 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2399005F3020 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ナウゼリンＯＤ錠５ 協和発酵キリン 11.60 H23.11.28収載

内用薬 2399005F4026 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ナウゼリンＯＤ錠１０ 協和発酵キリン 18.00 H23.11.28収載

内用薬 2399005R1015 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリドン１％シロップ用 後発品 7.40
内用薬 2399005R1163 ドンペリドン １％１ｇ ナウゼリンドライシロップ１％ 協和発酵キリン 42.30
内用薬 2399005R1171 ドンペリドン １％１ｇ ドンペリンＤＳ１％ メディサ新薬 後発品 13.00
内用薬 2399006C1033 トリメブチンマレイン酸

塩
２０％１ｇ トライシー細粒 大原薬品工業 後発品 10.00 H22.6.30まで

内用薬 2399006C1122 トリメブチンマレイン酸
塩

２０％１ｇ セレキノン細粒２０％ 田辺三菱製薬 33.40

内用薬 2399006C1149 トリメブチンマレイン酸
塩

２０％１ｇ ペルキシール細粒２０％ 大正薬品工業 後発品 10.50 H23.3.31まで

内用薬 2399006C1157 トリメブチンマレイン酸
塩

２０％１ｇ セエルミート細粒２０％ 鶴原製薬 後発品 7.80

内用薬 2399006C1165 トリメブチンマレイン酸
塩

２０％１ｇ テフメチン細粒２０％ 小林化工 後発品 10.00

内用薬 2399006C1173 トリメブチンマレイン酸
塩

２０％１ｇ トライシー細粒２０％ 大原薬品工業 後発品 10.00

内用薬 2399006F1129 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 トライシー錠 大原薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2399006F1331 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 セレキノン錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 18.50

内用薬 2399006F1340 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 ネプテン錠１００ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 5.90

内用薬 2399006F1358 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 ピレマイン錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60

内用薬 2399006F1366 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 メブコロン錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2399006F1374 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 サルナチン錠１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.90

内用薬 2399006F1382 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 ブチキノン錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2399006F1390 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 ペルキシール錠１００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 2399006F1404 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 メブチット錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.90

内用薬 2399006F1412 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 セエルミート錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2399006F1420 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 テフメチン錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 5.60

内用薬 2399006F1439 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 トリキノシン錠１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.90 H23.3.31まで

内用薬 2399006F1447 トリメブチンマレイン酸
塩

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 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 ニチマロン錠１００ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 2399006F1463 トリメブチンマレイン酸
塩

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 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 リーメント錠１００ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 2399006F1480 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 サキオン錠１００ｍｇ 原沢製薬工業 後発品 5.90

内用薬 2399006F1498 トリメブチンマレイン酸
塩

１００ｍｇ１錠 サペスロン錠１００ｍｇ イセイ 後発品 5.60

内用薬 2399006F1501 トリメブチンマレイン酸
塩

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 トリメブチンマレイン酸
塩

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 H22.6.30まで
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
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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 H22.6.30まで
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 2399009F2048 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 後発品 73.20 H22.11.19収載

内用薬 2399009F2056 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 73.20 H22.11.19収載

内用薬 2399009F2064 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 68.60 H23.6.24収載

内用薬 2399009F2072 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」 日本薬品工業 後発品 71.80 H23.6.24収載

内用薬 2399009F2080 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 63.40 H23.11.28収載

内用薬 2399009F2099 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 78.20 H23.11.28収載

内用薬 2399009F2102 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 58.50 H23.11.28収載

内用薬 2399009F2110 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 69.80 H23.11.28収載

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 H22.6.30まで
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 局 ガスモチン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬 12.00 H23.4.1局方品

内用薬 2399010F2024 クエン酸モサプリド ５ｍｇ１錠 局 ガスモチン錠５ｍｇ 大日本住友製薬 20.60 H23.4.1局方品

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 ピロカルピン塩酸塩 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 ピペタナート塩酸塩・ア

カメガシワエキス
１錠 イリコロンＭ錠 日本新薬 5.80 H22.6.30まで

内用薬 2399100F1057 ピペタナート塩酸塩・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 ０．０１％１ｇ チラーヂンＳ散 あすか製薬 48.50 H22.6.30まで
内用薬 2431004B1038 レボチロキシンナトリウ 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 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 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 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
内用薬 2452001F1036 酢酸コルチゾン ２５ｍｇ１錠 コートン錠２５ｍｇ 日医工 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 日医工 5.90
内用薬 2454002F2023 デキサメタゾン ４ｍｇ１錠 レナデックス錠４ｍｇ セルジーン 171.60 H22.7.16収載

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％ 日医工 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－クロ

ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 セレスタミン錠 ＭＳＤ 11.20 H22.6.30まで

内用薬 2459100F1030 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 エンペラシン錠 メディサ新薬 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2459100F1049 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 クロコデミン錠 大正薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2459100F1057 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 セレスターナ錠 小林化工 後発品 5.60 H22.6.30まで
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内用薬 2459100F1065 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 ヒスタブロック錠 共和薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2459100F1073 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 ビヘルス錠 日医工ファーマ 後発品 5.70 H23.3.31まで

内用薬 2459100F1081 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 サクコルチン錠 日医工 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2459100F1090 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 ベタセレミン錠 東和薬品 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2459100F1103 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 プラデスミン錠 大洋薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 2459100F1120 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

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－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 クロコデミン配合錠 大正薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 2459100F1146 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

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－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

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－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１錠 セレスタミン配合錠 ＭＳＤ 11.20

内用薬 2459100F1170 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

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－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

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－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

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－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１ｍＬ セレスタミンシロップ ＭＳＤ 5.20 H22.6.30まで

内用薬 2459100Q1031 ベタメタゾン・ｄ－クロ
ルフェニラミンマレイン
酸塩

１ｍＬ セレスタミン配合シロップ ＭＳＤ 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 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 クロルマジノン酢酸エス

テル
２ｍｇ１錠 ルトラール錠２ｍｇ 塩野義製薬 28.20

内用薬 2478001F2012 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル２５ｍｇ
錠

後発品 15.40 H23.11.11一般名等

内用薬 2478001F2179 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 プロスタール錠２５ あすか製薬 113.40

内用薬 2478001F2233 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 ロンステロン錠 日新製薬（山形） 後発品 55.10 H22.6.30まで

内用薬 2478001F2276 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 プロスタット錠２５ｍｇ 日本新薬 後発品 96.40

内用薬 2478001F2284 クロルマジノン酢酸エス
テル

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 クロルマジノン酢酸エス
テル

２５ｍｇ１錠 エフミン錠２５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 33.70

内用薬 2478001F2357 クロルマジノン酢酸エス
テル

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 クロルマジノン酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 プロスタールＬ錠 あすか製薬 248.50 H22.6.30まで

内用薬 2478001G1054 クロルマジノン酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 クロキナンＬ錠５０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 52.50

内用薬 2478001G1070 クロルマジノン酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 アプタコールＬ錠 大洋薬品工業 後発品 70.70 H22.6.30まで

内用薬 2478001G1100 クロルマジノン酢酸エス
テル

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 クロルマジノン酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 ゲシンＬ錠５０ｍｇ 小林化工 後発品 68.10

内用薬 2478001G1127 クロルマジノン酢酸エス
テル

５０ｍｇ１錠 ジルスタンＬ錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 71.80

内用薬 2478001G1135 クロルマジノン酢酸エス
テル

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 クロルマジノン酢酸エス
テル

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 H22.6.30まで

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
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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 ＭＳＤ 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 ファイザー 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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 ファイザー 14.00

内用薬 2482007F1024 クロルマジノン酢酸エス
テル・メストラノール

１錠 ルテジオン錠 あすか製薬 28.80 H22.6.30まで

内用薬 2482007F1032 クロルマジノン酢酸エス
テル・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 2482011F1020 ドロスピレノン・エチニ
ルエストラジオール
ベータデクス

１シート ヤーズ配合錠 バイエル薬品 6,900.60 H22.9.17収載

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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 2491001F5161 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠
カリジノゲナーゼ錠２５単位「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 5.60 H23.11.28収載

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 H24.3.31まで
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
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 H22.6.30まで
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 H23.3.31まで
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 H24.3.31まで

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 クロミフェンクエン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロミフェンクエン酸塩錠 71.00 H23.11.11一般名等

内用薬 2499009F1071 クロミフェンクエン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クエン酸クロミフェン錠５０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 100.20 H22.6.30まで

内用薬 2499009F1080 クロミフェンクエン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロミッド錠５０ｍｇ 塩野義製薬 113.10
内用薬 2499009F1098 クロミフェンクエン酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 セロフェン錠５０ｍｇ メルクセローノ 113.10
内用薬 2499009F1101 クロミフェンクエン酸塩 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 H22.6.30まで

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 陽進堂 9.00

内用薬 2531001F1015 エルゴメトリンマレイン
酸塩

０．５ｍｇ１錠 局 エルゴメトリンマレイン酸塩錠 9.60 H23.11.11一般名等

内用薬 2531002F1010 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．１２５ｍｇ１錠 局 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠 9.60 H23.11.11一般名等
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内用薬 2531002F1192 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．１２５ｍｇ１錠 局 メテナリン錠０．１２５ あすか製薬 10.20 H23.3.31まで

内用薬 2531002F1206 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

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 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．１２５ｍｇ１錠 局 パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ 持田製薬 10.10

内用薬 2531002F1249 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．１２５ｍｇ１錠 局 メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍ
ｇ「あすか」

あすか製薬 10.20 H22.5.28収載

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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで

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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで

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 １錠 エスベリベン錠 サンド 7.80 H24.3.31まで
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 フラボキサート塩酸塩 ２０％１ｇ ブラダロン顆粒２０％ 日本新薬 56.40
内用薬 2590002F1010 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩２００ｍｇ錠 後発品 8.40 H23.11.11一般名等

内用薬 2590002F1371 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ブラダロン錠２００ｍｇ 日本新薬 51.10
内用薬 2590002F1380 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ルアダン錠２００ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 14.00
内用薬 2590002F1401 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 フラボサート錠２００ｍｇ ダイト 後発品 10.40
内用薬 2590002F1444 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ウロステート錠２００ｍｇ あすか製薬 後発品 15.00
内用薬 2590002F1452 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ハルニンコーワ錠２００ｍｇ 興和 後発品 15.00
内用薬 2590002F1460 フラボキサート塩酸塩 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 １錠 セルニルトン錠 東菱薬品工業 17.60
内用薬 2590004F1010 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 リトドリン塩酸塩錠 後発品 18.10 H23.11.11一般名等

内用薬 2590004F1168 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ルテオニン錠 あすか製薬 後発品 81.00 H22.6.30まで
内用薬 2590004F1192 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ウテメリン錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 127.00
内用薬 2590004F1214 リトドリン塩酸塩 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 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ルテオニン錠５ｍｇ あすか製薬 後発品 81.00
内用薬 2590005F1014 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩２ｍｇ錠 後発品 5.60 H23.11.11一般名等

内用薬 2590005F1022 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ポラキス錠２ サノフィ・アベン
ティス

36.30

内用薬 2590005F1111 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オリベート錠２ メディサ新薬 後発品 7.70
内用薬 2590005F1197 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ポラチール２ｍｇ錠 寿製薬 後発品 7.70
内用薬 2590005F2010 オキシブチニン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩３ｍｇ錠 後発品 7.20 H23.11.11一般名等

内用薬 2590005F2029 オキシブチニン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ポラキス錠３ サノフィ・アベン
ティス

48.60

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

ティス
22.60

内用薬 2590005F3041 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オリベート錠１ メディサ新薬 後発品 5.70
内用薬 2590005F3076 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ポラチール１ｍｇ錠 寿製薬 後発品 4.50 H22.11.19収載

内用薬 2590005F3084 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ウルゲント錠１ｍｇ 日医工 後発品 5.60 H23.6.24収載

内用薬 2590005F3092 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.6.24収載

内用薬 2590005F3106 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 デライブ錠１ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60 H23.6.24収載

内用薬 2590005F3114 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ポスチニン錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60 H23.6.24収載

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 H23.3.31まで
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 H22.6.30まで
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 興和テバ 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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 興和テバ 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
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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 H22.6.30まで
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 2590007F2230 塩酸プロピベリン ２０ｍｇ１錠 ビフォルベリン錠２０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 41.00 H23.6.24収載

内用薬 2590008F1026 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 ハルスローＯＤ錠０．１ｍｇ 沢井製薬 後発品 42.10 H24.3.31まで
内用薬 2590008F1042 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロンＯＤ錠０．１ｍｇ 東和薬品 後発品 48.40 H22.5.28収載

内用薬 2590008F1050 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 43.20 H22.11.19収載

内用薬 2590008F1069 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「興和テバ」

大正薬品工業 後発品 43.20 H22.11.19収載

内用薬 2590008F1077 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 39.10 H22.11.19収載

内用薬 2590008F1085 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 39.10 H22.11.19収載

内用薬 2590008F1093 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 27.10 H22.11.19収載

内用薬 2590008F1107 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 リストリームＯＤ錠０．１ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 45.90 H22.11.19収載

内用薬 2590008F1115 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 27.10 H23.11.28収載

内用薬 2590008F1123 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 42.10 H23.11.28収載

内用薬 2590008F2022 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 ハルスローＯＤ錠０．２ｍｇ 沢井製薬 後発品 86.70 H24.3.31まで
内用薬 2590008F2049 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロンＯＤ錠０．２ｍｇ 東和薬品 後発品 103.40 H22.5.28収載

内用薬 2590008F2057 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 86.80 H22.11.19収載

内用薬 2590008F2065 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「興和テバ」

大正薬品工業 後発品 71.50 H22.11.19収載

内用薬 2590008F2073 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 75.90 H22.11.19収載

内用薬 2590008F2081 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 53.00 H22.11.19収載

内用薬 2590008F2090 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 42.50 H22.11.19収載

内用薬 2590008F2103 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 リストリームＯＤ錠０．２ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 86.80 H22.11.19収載

内用薬 2590008F2111 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 65.50 H23.11.28収載

内用薬 2590008F2120 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 86.70 H23.11.28収載

内用薬 2590008F3029 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 H24.3.31まで
内用薬 2590008N1080 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 2590008N1179 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル
タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 42.10 H23.11.28収載

内用薬 2590008N1187 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ハロネロールカプセル０．１ｍｇ 長生堂製薬 後発品 44.10 H23.11.28収載

内用薬 2590008N2035 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 H24.3.31まで
内用薬 2590008N2078 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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 タムスロシン塩酸塩 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
内用薬 2590008N2140 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル ハラナシンカプセル０．２ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 53.00
内用薬 2590008N2159 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ

ｇ「ＴＹＫ」
大正薬品工業 後発品 71.50

内用薬 2590008N2167 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 42.50

内用薬 2590008N2175 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル ハルリーブカプセル０．２ｍｇ シオノケミカル 後発品 53.00

内用薬 2590008N2183 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル
タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 86.70 H23.11.28収載

内用薬 2590009F1039 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 フリバス錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 55.70
内用薬 2590009F2035 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 フリバス錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 112.10
内用薬 2590009F3023 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 フリバス錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 167.90
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内用薬 2590009F4020 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 112.10
内用薬 2590009F5026 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 167.90
内用薬 2590009F6022 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 55.70
内用薬 2590010F1023 シロドシン ２ｍｇ１錠 ユリーフ錠２ｍｇ キッセイ薬品工業 46.20
内用薬 2590010F2020 シロドシン ４ｍｇ１錠 ユリーフ錠４ｍｇ キッセイ薬品工業 91.20
内用薬 2590011F1028 コハク酸ソリフェナシン ２．５ｍｇ１錠 ベシケア錠２．５ｍｇ アステラス製薬 113.00
内用薬 2590011F2024 コハク酸ソリフェナシン ５ｍｇ１錠 ベシケア錠５ｍｇ アステラス製薬 189.80
内用薬 2590011F3020 コハク酸ソリフェナシン ２．５ｍｇ１錠 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ アステラス製薬 113.00 H23.3.18収載

内用薬 2590011F4027 コハク酸ソリフェナシン ５ｍｇ１錠 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ アステラス製薬 189.80 H23.3.18収載

内用薬 2590012M1021 酒石酸トルテロジン ２ｍｇ１カプセル デトルシトールカプセル２ｍｇ ファイザー 114.20
内用薬 2590012M2028 酒石酸トルテロジン ４ｍｇ１カプセル デトルシトールカプセル４ｍｇ ファイザー 193.30
内用薬 2590013F1027 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ウリトス錠０．１ｍｇ 杏林製薬 96.50
内用薬 2590013F1035 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ステーブラ錠０．１ｍｇ 小野薬品工業 96.50
内用薬 2590013F2023 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ 杏林製薬 96.50 H23.3.18収載

内用薬 2590013F2031 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ 小野薬品工業 96.50 H23.3.18収載

内用薬 2590014F1021 ミラベグロン ２５ｍｇ１錠 ベタニス錠２５ｍｇ アステラス製薬 113.00 H23.9.12収載

内用薬 2590014F2028 ミラベグロン ５０ｍｇ１錠 ベタニス錠５０ｍｇ アステラス製薬 189.80 H23.9.12収載

内用薬 2590100X1031 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エルサメット錠 大洋薬品工業 後発品 7.20 H22.6.30まで

内用薬 2590100X1040 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 コスモベック錠 日本薬品工業 後発品 8.50 H23.3.31まで

内用薬 2590100X1058 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 ハルーリン錠 共和薬品工業 後発品 7.20 H22.6.30まで

内用薬 2590100X1066 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 ナーセット錠 大正薬品工業 後発品 14.80 H22.6.30まで

内用薬 2590100X1074 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エピカルス錠 シオノケミカル 後発品 8.50 H22.6.30まで

内用薬 2590100X1104 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エビプロスタット錠 日本新薬 26.00 H22.6.30まで

内用薬 2590100X1112 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エピカルス配合錠 シオノケミカル 後発品 8.50

内用薬 2590100X1120 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エビプロスタット配合錠ＳＧ 日本新薬 26.00

内用薬 2590100X1139 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エルサメット配合錠 大洋薬品工業 後発品 7.20

内用薬 2590100X1147 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 ナーセット配合錠 大正薬品工業 後発品 14.80

内用薬 2590100X1155 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 ハルーリン配合錠 共和薬品工業 後発品 7.20

内用薬 2590100X2020 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エルサメットＳ錠 大洋薬品工業 後発品 10.60 H22.6.30まで

内用薬 2590100X2038 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エピカルスＳ錠 シオノケミカル 後発品 12.70 H22.6.30まで

内用薬 2590100X2046 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エビプロスタット配合錠ＤＢ 日本新薬 51.00

内用薬 2590100X2054 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エピカルスＳ配合錠 シオノケミカル 後発品 12.70

内用薬 2590100X2062 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エルサメットＳ配合錠 大洋薬品工業 後発品 10.60

内用薬 2590102M1026 ピネン・カンフェン配合 １カプセル ロワチン″カプセル″ 扶桑薬品工業 21.00 H22.6.30まで
内用薬 2590102M1034 ピネン・カンフェン配合 １カプセル ロワチン配合カプセル 扶桑薬品工業 21.00 H24.3.31まで
内用薬 2699002F1046 メトキサレン １０ｍｇ１錠 オクソラレン錠１０ｍｇ 大正製薬 35.30
内用薬 2699003F1024 ジアフェニルスルホン ２５ｍｇ１錠 レクチゾール錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 86.70
内用薬 2900001A2036 セファランチン １％１ｇ セファランチン末１％ 化研生薬 69.50
内用薬 2900001F1029 セファランチン １ｍｇ１錠 セファランチン錠１ｍｇ 化研生薬 9.50
内用薬 2900002C1019 ガンマオリザノール ２０％１ｇ ガンマオリザノール２０％細粒 後発品 6.20 H23.11.11一般名等

内用薬 2900002C1167 ガンマオリザノール ２０％１ｇ ハイゼット細粒２０％ 大塚製薬 36.80
内用薬 2900002F4065 ガンマオリザノール ２５ｍｇ１錠 ハイゼット錠２５ｍｇ 大塚製薬 10.50
内用薬 2900002F5037 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 オリザール錠 三恵薬品 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 2900002F5061 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 オルル錠５０ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2900002F5177 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 γ－パルトックスン５０ 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 2900002F5274 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 ハイゼット錠５０ｍｇ 大塚製薬 11.40
内用薬 2900002F5282 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 γ－パルトックスン錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3111002A1039 ビタミンＡ １０，０００単位１ｇ チョコラＡ末１万単位／ｇ サンノーバ 17.30
内用薬 3111002F1036 ビタミンＡ １０，０００単位１錠 チョコラＡ錠１万単位 サンノーバ 8.50
内用薬 3111003S1039 パルミチン酸レチノール ３０，０００単位１ｍ

Ｌ
チョコラＡ滴０．１万単位／滴 サンノーバ 56.60

内用薬 3112001B4036 アルファカルシドール １μｇ１ｇ アルファロール散１μｇ／ｇ 中外製薬 98.50
内用薬 3112001F1020 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．２５ 帝人ファーマ 25.30 H22.6.30まで
内用薬 3112001F1047 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 カルフィーナ錠０．２５μｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3112001F1055 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．２５μｇ 帝人ファーマ 25.30
内用薬 3112001F2019 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 アルファカルシドール０．５μｇ錠 後発品 6.70
内用薬 3112001F2027 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．５ 帝人ファーマ 47.00 H22.6.30まで
内用薬 3112001F2051 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．５μｇ 帝人ファーマ 47.00
内用薬 3112001F3015 アルファカルシドール １μｇ１錠 アルファカルシドール１μｇ錠 後発品 9.90
内用薬 3112001F3023 アルファカルシドール １μｇ１錠 ワンアルファ錠１．０ 帝人ファーマ 85.50 H22.6.30まで
内用薬 3112001F3058 アルファカルシドール １μｇ１錠 ワンアルファ錠１．０μｇ 帝人ファーマ 85.50
内用薬 3112001M1020 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ

ル
アルカドールカプセル０．２５ 日本薬品工業 後発品 6.90

内用薬 3112001M1038 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

アルファスリーカプセル０．２５μｇ 大正薬品工業 後発品 5.70

内用薬 3112001M1046 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

アルファロールカプセル０．２５μｇ 中外製薬 25.50

内用薬 3112001M1089 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

カルファリードカプセル０．２５ 大洋薬品工業 後発品 6.50 H24.3.31まで

内用薬 3112001M1100 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ディーアルファカプセル０．２５ 沢井製薬 後発品 5.70

内用薬 3112001M1119 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

トヨファロールカプセル０．２５ 旭化成ファーマ 後発品 5.70

内用薬 3112001M1127 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ビタミロアルファ０．２５ 日医工ファーマ 後発品 6.90 H22.6.30まで

内用薬 3112001M1135 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ワークミンカプセル０．２５ あすか製薬 後発品 16.40

内用薬 3112001M1160 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

プラチビットカプセル０．２５μｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3112001M1178 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ポロセーブカプセル０．２５μｇ サンノーバ 後発品 6.90

内用薬 3112001M1186 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

エルシボンカプセル０．２５μｇ 扶桑薬品工業 後発品 6.90

内用薬 3112001M1194 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

カルシタミンカプセル０．２５μｇ ビオメディクス 後発品 5.60

内用薬 3112001M1208 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ビタミロアルファカプセル０．２５μ
ｇ

日医工ファーマ 後発品 6.90
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内用薬 3112001M1216 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

アロートールカプセル０．２５ ナガセ医薬品 後発品 6.80

内用薬 3112001M1224 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

アルシオドールカプセル０．２５μｇ シオノケミカル 後発品 5.10 H23.6.24収載

内用薬 3112001M1232 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.50 H23.6.24収載

内用薬 3112001M1240 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「日医工」

日医工 後発品 5.10 H23.6.24収載

内用薬 3112001M2018 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドール０．５μｇカプ
セル

後発品 7.50

内用薬 3112001M2034 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルカドールカプセル０．５ 日本薬品工業 後発品 11.50
内用薬 3112001M2069 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファロールカプセル０．５μｇ 中外製薬 48.00
内用薬 3112001M2077 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アロートールカプセル０．５ ナガセ医薬品 後発品 11.50
内用薬 3112001M2140 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル トヨファロールカプセル０．５ 旭化成ファーマ 後発品 10.00
内用薬 3112001M2158 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ビタミロアルファ０．５ 日医工ファーマ 後発品 10.00 H22.6.30まで

内用薬 3112001M2182 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ワークミンカプセル０．５ あすか製薬 後発品 29.60
内用薬 3112001M2255 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ポロセーブカプセル０．５μｇ サンノーバ 後発品 11.50
内用薬 3112001M2263 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル エルシボンカプセル０．５μｇ 扶桑薬品工業 後発品 11.50
内用薬 3112001M2280 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ビタミロアルファカプセル０．５μｇ 日医工ファーマ 後発品 10.00

内用薬 3112001M3014 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドール１μｇカプセル 後発品 11.10

内用薬 3112001M3030 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルカドールカプセル１．０ 日本薬品工業 後発品 22.50
内用薬 3112001M3065 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファロールカプセル１μｇ 中外製薬 89.80
内用薬 3112001M3073 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アロートールカプセル１．０ ナガセ医薬品 後発品 22.50
内用薬 3112001M3154 アルファカルシドール １μｇ１カプセル トヨファロールカプセル１．０ 旭化成ファーマ 後発品 19.80
内用薬 3112001M3162 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ビタミロアルファ１．０ 日医工ファーマ 後発品 19.80 H22.6.30まで
内用薬 3112001M3189 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ロンプリールカプセル１．０ 日医工ファーマ 後発品 19.80 H23.3.31まで
内用薬 3112001M3197 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ワークミンカプセル１．０ あすか製薬 後発品 52.40
内用薬 3112001M3235 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ポロセーブカプセル１μｇ サンノーバ 後発品 22.50
内用薬 3112001M3251 アルファカルシドール １μｇ１カプセル エルシボンカプセル１．０μｇ 扶桑薬品工業 後発品 22.50
内用薬 3112001M3278 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ビタミロアルファカプセル１μｇ 日医工ファーマ 後発品 19.80
内用薬 3112001M4010 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドール３μｇカプセル 後発品 21.40

内用薬 3112001M4037 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファロールカプセル３μｇ 中外製薬 342.70
内用薬 3112001M4053 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル エルシボンカプセル３．０μｇ 扶桑薬品工業 後発品 65.20 H22.5.28収載

内用薬 3112001M4061 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル トヨファロールカプセル３．０ 旭化成ファーマ 後発品 58.50 H22.5.28収載

内用薬 3112001M4070 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ワークミンカプセル３．０ あすか製薬 後発品 129.60 H22.5.28収載

内用薬 3112001M4134 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルカドールカプセル３．０ 日本薬品工業 後発品 65.20 H22.11.19収載

内用薬 3112001M4142 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アロートールカプセル３．０ ナガセ医薬品 後発品 65.20 H22.11.19収載

内用薬 3112001M4150 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ビタミロアルファカプセル３μｇ 日医工ファーマ 後発品 58.50 H22.11.19収載

内用薬 3112001M4169 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ポロセーブカプセル３μｇ サンノーバ 後発品 65.20 H22.11.19収載

内用薬 3112001S1037 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ ワンアルファ液 帝人ファーマ 80.60 H22.6.30まで

内用薬 3112001S1045 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ アルファロール内用液０．５μｇ／ｍ
Ｌ

中外製薬 86.40

内用薬 3112001S1053 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ ワンアルファ内用液０．５μｇ／ｍＬ 帝人ファーマ 80.60

内用薬 3112004F1024 カルシトリオール ０．２５μｇ１錠 カルデミン錠０．２５μｇ 龍角散 後発品 23.30
内用薬 3112004M1015 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ

ル
カルシトリオール０．２５μｇカプセ
ル

後発品 6.90

内用薬 3112004M1023 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ロカルトロールカプセル０．２５ 中外製薬 37.50

内用薬 3112004M1040 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

オタノールカプセル０．２５ 旭化成ファーマ 後発品 10.80

内用薬 3112004M1058 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

カルシオロールカプセル０．２５ 大正薬品工業 後発品 9.00

内用薬 3112004M1074 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

カルトールカプセル０．２５ メディサ新薬 後発品 10.80

内用薬 3112004M1104 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

トルシトリンカプセル０．２５ 東和薬品 後発品 9.00

内用薬 3112004M1112 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ヒポテリオールカプセル０．２５ ナガセ医薬品 後発品 9.90

内用薬 3112004M1120 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ポスロットルＳカプセル０．２５ ニプロジェネファ 後発品 8.50 H23.3.31まで

内用薬 3112004M1139 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

リストールカプセル０．２５ 大洋薬品工業 後発品 9.90

内用薬 3112004M1155 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

チコカロールカプセル０．２５ 原沢製薬工業 後発品 9.00

内用薬 3112004M2011 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルシトリオール０．５μｇカプセル 後発品 10.90

内用薬 3112004M2020 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル ロカルトロールカプセル０．５ 中外製薬 67.70
内用薬 3112004M2046 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル オタノールカプセル０．５ 旭化成ファーマ 後発品 18.70
内用薬 3112004M2070 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルトールカプセル０．５ メディサ新薬 後発品 18.70
内用薬 3112004M2100 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル トルシトリンカプセル０．５ 東和薬品 後発品 16.50
内用薬 3112004M2119 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル ヒポテリオールカプセル０．５ ナガセ医薬品 後発品 15.00

内用薬 3112004M2178 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルデミンカプセル０．５μｇ 龍角散 後発品 40.30 H23.6.24収載

内用薬 3112005F1029 ファレカルシトリオール ０．１５μｇ１錠 フルスタン錠０．１５ 大日本住友製薬 352.00

内用薬 3112005F1037 ファレカルシトリオール ０．１５μｇ１錠 ホーネル錠０．１５ 大正製薬 352.00
内用薬 3112005F2025 ファレカルシトリオール ０．３μｇ１錠 フルスタン錠０．３ 大日本住友製薬 525.50
内用薬 3112005F2033 ファレカルシトリオール ０．３μｇ１錠 ホーネル錠０．３ 大正製薬 525.50
内用薬 3112006M1022 エルデカルシトール ０．５μｇ１カプセル エディロールカプセル０．５μｇ 中外製薬 68.50 H23.3.11収載

内用薬 3112006M2029 エルデカルシトール ０．７５μｇ１カプセ
ル

エディロールカプセル０．７５μｇ 中外製薬 98.80 H23.3.11収載

内用薬 3113001X1015 肝油 １０ｇ 局 肝油 26.90
内用薬 3119001M1020 エトレチナート １０ｍｇ１カプセル チガソンカプセル１０ 中外製薬 261.90
内用薬 3119001M2027 エトレチナート ２５ｍｇ１カプセル チガソンカプセル２５ 中外製薬 665.60
内用薬 3121001B1010 チアミン塩化物塩酸塩 ０．１％１ｇ 局 チアミン塩化物塩酸塩散 6.40 H23.11.11一般名等

内用薬 3121001B2016 チアミン塩化物塩酸塩 ０．３３％１ｇ 局 チアミン塩化物塩酸塩散 6.40 H23.11.11一般名等

内用薬 3121001B3012 チアミン塩化物塩酸塩 ０．３５％１ｇ 局 チアミン塩化物塩酸塩散 6.40 H23.11.11一般名等

内用薬 3121001B4019 チアミン塩化物塩酸塩 ０．５％１ｇ 局 チアミン塩化物塩酸塩散 6.40 H23.11.11一般名等

内用薬 3121001B5015 チアミン塩化物塩酸塩 １％１ｇ 局 チアミン塩化物塩酸塩散 7.30 H23.11.11一般名等

内用薬 3121001X1017 チアミン塩化物塩酸塩 １ｇ 局 チアミン塩化物塩酸塩 13.00 H23.11.11一般名等

内用薬 3121002X1011 チアミン硝化物 １ｇ 局 チアミン硝化物 17.00 H23.11.11一般名等

内用薬 3122001F1027 塩酸ジセチアミン ２５ｍｇ１錠 ジセタミン錠２５ 高田製薬 6.10
内用薬 3122002F2028 オクトチアミン ２５ｍｇ１錠 ノイビタ錠「２５」 アイロム製薬 5.70
内用薬 3122004F2043 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１錠 ジアノイナミン１０ 鶴原製薬 5.00 H22.6.30まで
内用薬 3122004F2124 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１錠 ジアノイナミン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.00
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内用薬 3122006F2034 ビスベンチアミン ２５ｍｇ１錠 ベストン糖衣錠（２５ｍｇ） 田辺三菱製薬 6.20
内用薬 3122007F1024 フルスルチアミン ５ｍｇ１錠 ５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業 6.00
内用薬 3122007F2039 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業 6.40
内用薬 3122007F2055 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 ビタファントＦ錠２５ 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 3122007F3027 フルスルチアミン ５０ｍｇ１錠 ５０ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業 11.90
内用薬 3122008F1045 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ビオトーワ錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3131001F1158 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 フラビタン錠５ｍｇ トーアエイヨー 5.90

内用薬 3131001F1190 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠５ｍｇ わかもと製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F1204 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F1212 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3131001F2154 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 フラビタン錠１０ｍｇ トーアエイヨー 7.70

内用薬 3131001F2189 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠１０ｍｇ わかもと製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F2197 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.70

内用薬 3131001F2200 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3131001F3096 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠「１５」タツミ 辰巳化学 後発品 5.80

内用薬 3131001F3231 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠１５ｍｇ わかもと製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F3240 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.80

内用薬 3131001Q1094 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ フラビタンシロップ０．３％ トーアエイヨー 8.60

内用薬 3131001Q1108 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ ワカデニンシロップ０．３％ わかもと製薬 後発品 3.50

内用薬 3131001Q1116 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ ＦＡＤシロップ０．３％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 3.30

内用薬 3131002C1024 酪酸リボフラビン １０％１ｇ ハイボン細粒１０％ 田辺三菱製薬 14.30
内用薬 3131002C1075 酪酸リボフラビン １０％１ｇ リボビス細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 3131002C2020 酪酸リボフラビン ２０％１ｇ ハイボン細粒２０％ 田辺三菱製薬 18.70
内用薬 3131002D1143 酪酸リボフラビン １０％１ｇ バイラブ顆粒１０％ イセイ 後発品 6.20
内用薬 3131002F1276 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 ハイボン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 5.60
内用薬 3131002F1284 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 ミタンＢ２錠２０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.40

内用薬 3131002F1292 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 バイラブ錠２０ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 3131002F1306 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 リボビス錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40
内用薬 3131002F2078 酪酸リボフラビン ４０ｍｇ１錠 ハイボン錠４０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.30
内用薬 3131003B2011 リボフラビン ０．２％１ｇ 局 リボフラビン散 6.40
内用薬 3131003B4014 リボフラビン １％１ｇ 局 リボフラビン散 7.20
内用薬 3131003B4049 リボフラビン １％１ｇ 局 強力ビスラーゼ末１％ トーアエイヨー 9.30
内用薬 3131003X1012 リボフラビン １ｇ 局 リボフラビン 29.60
内用薬 3132001B1048 ニコチン酸 １０％１ｇ ナイクリン散１０％ トーアエイヨー 6.20
内用薬 3132001F1031 ニコチン酸 ５０ｍｇ１錠 ナイクリン錠５０ｍｇ トーアエイヨー 6.10
内用薬 3132002B1034 ニコチン酸アミド １０％１ｇ ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 ゾンネボード製薬 12.70

内用薬 3133001B1118 パンテチン ２０％１ｇ パンピオチン散（２０％） 大正薬品工業 後発品 6.20
内用薬 3133001B1193 パンテチン ２０％１ｇ パントシン散２０％ 第一三共エスファ 18.20
内用薬 3133001C1156 パンテチン ２０％１ｇ パルファジン細粒２０％ わかもと製薬 後発品 6.20
内用薬 3133001C1164 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒２０％「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.20
内用薬 3133001C1172 パンテチン ２０％１ｇ パンホリータ細粒２０％ ニプロジェネファ 後発品 6.20
内用薬 3133001C1180 パンテチン ２０％１ｇ パルトックス細粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 3133001C3035 パンテチン ５０％１ｇ パントシン細粒５０％ 第一三共エスファ 36.70

内用薬 3133001C3043 パンテチン ５０％１ｇ パンテチン細粒５０％「ＫＮ」 小林化工 後発品 12.50 H23.11.28収載

内用薬 3133001F1110 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パントシン錠３０ 第一三共エスファ 5.90
内用薬 3133001F1128 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パルトックス錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F2132 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パントシン錠６０ 第一三共エスファ 7.80
内用薬 3133001F2256 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パルトックス錠６０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F3058 パンテチン １００ｍｇ１錠 デルモリチン錠１００ イセイ 後発品 5.60
内用薬 3133001F3074 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠シオエ１００ シオエ製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F3090 パンテチン １００ｍｇ１錠 パントシン錠１００ 第一三共エスファ 10.40
内用薬 3133001F3139 パンテチン １００ｍｇ１錠 ヨウテチン錠１００ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 3133001F4020 パンテチン ２００ｍｇ１錠 パントシン錠２００ 第一三共エスファ 20.80
内用薬 3133002X1012 パントテン酸カルシウム １ｇ 局 パントテン酸カルシウム 9.40
内用薬 3133003B1095 パントテン酸カルシウム １０％１ｇ パントテン酸カルシウム散１０％「マ

ルイシ」
丸石製薬 6.20

内用薬 3133003B1109 パントテン酸カルシウム １０％１ｇ パントテン酸カルシウム散１０％「三
恵」

三恵薬品 6.20

内用薬 3134001X1015 ピリドキシン塩酸塩 １ｇ 局 ピリドキシン塩酸塩 32.90 H23.11.11一般名等

内用薬 3134002B2035 ピリドキシン塩酸塩 １０％１ｇ 強力アデロキシン末 ゾンネボード製薬 48.90 H22.6.30まで
内用薬 3134002B2060 ピリドキシン塩酸塩 １０％１ｇ ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」 丸石製薬 25.80
内用薬 3134002B2078 ピリドキシン塩酸塩 １０％１ｇ アデロキシン散１０％ ゾンネボード製薬 48.90
内用薬 3134002F1057 ピリドキシン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ビタミンＢ６錠３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5.60
内用薬 3134003F1205 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.60

内用薬 3134003F1256 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 リボビックス－１０ 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 3134003F1345 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 リン酸ピリドキサール錠１０「ホエ

イ」
マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 3134003F1388 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 ピドキサール錠１０ｍｇ 中外製薬 5.70
内用薬 3134003F1396 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 リボビックス錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134003F2112 リン酸ピリドキサール ２０ｍｇ１錠 リボビックス－２０ 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 3134003F2147 リン酸ピリドキサール ２０ｍｇ１錠 ピドキサール錠２０ｍｇ 中外製薬 6.50
内用薬 3134003F2155 リン酸ピリドキサール ２０ｍｇ１錠 リボビックス錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134003F3143 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠３０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.60

内用薬 3134003F3208 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 リボビックス－３０ 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 3134003F3267 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ※ リン酸ピリドキサール錠３０（小林化

工）
小林化工 後発品 5.60

内用薬 3134003F3330 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ピドキサール錠３０ｍｇ 中外製薬 11.20
内用薬 3134003F3348 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 リボビックス錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134004B2026 リン酸ピリドキサールカ

ルシウム
１０％１ｇ アデロキザール散 ゾンネボード製薬 61.50 H22.6.30まで

内用薬 3134004B3022 リン酸ピリドキサールカ
ルシウム

７．８％１ｇ アデロキザール散７．８％ ゾンネボード製薬 61.50

内用薬 3135001F1017 葉酸 ５ｍｇ１錠 局 葉酸錠 9.60
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内用薬 3135002B1036 葉酸 １０％１ｇ フォリアミン散１００ｍｇ／ｇ 日本製薬 62.00
内用薬 3136001F1197 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバマイド錠２５０μｇ 協和発酵キリン 9.20
内用薬 3136001F1219 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバルタミンＳ錠２５０μｇ わかもと製薬 後発品 5.60
内用薬 3136001F1227 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバマミド錠２５０μｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3136001F2096 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバマイド錠５００μｇ 協和発酵キリン 16.30
内用薬 3136001F2100 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバマミド錠５００μｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3136001F2118 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバルタミンＳ錠５００μｇ わかもと製薬 後発品 5.60
内用薬 3136001M1242 コバマミド ０．２５ｍｇ１カプセ

ル
コバマミドカプセル２５０μｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3136001M2052 コバマミド ０．５ｍｇ１カプセル ハイコバールカプセル５００μｇ エーザイ 26.40
内用薬 3136001M2060 コバマミド ０．５ｍｇ１カプセル コバマミドカプセル５００μｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3136004C1038 メコバラミン ０．１％５００ｍｇ１
包

メチコバール細粒０．１％ エーザイ 後発品 28.00

内用薬 3136004F1034 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 バンコミン錠２５０ 大日本住友製薬 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 3136004F1050 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メチコバール錠２５０μｇ エーザイ 後発品 14.00
内用薬 3136004F1069 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 ヨウコバール錠２５０ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 3136004F1077 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 レチコラン錠２５０μｇ 東菱薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3136004F2065 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 バンコミン錠５００ 大日本住友製薬 後発品 5.60 H24.3.31まで
内用薬 3136004F2081 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3136004F2103 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3136004F2138 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバール錠５００μｇ エーザイ 後発品 21.10
内用薬 3136004F2154 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 ヨウコバール錠５００ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 3136004F2162 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 レチコラン錠５００μｇ 東菱薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3136004F2170 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバイド錠５００μｇ ダイト 後発品 5.60
内用薬 3136004F2189 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチクール錠５００μｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 3136004F2197 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 コメスゲン錠５００μｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 3136004F2200 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 ノイメチコール錠５００μｇ 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 3136004F2219 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバマイド錠５００μｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 3136004F2227 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 3136004M1033 メコバラミン ０．２５ｍｇ１カプセ
ル

コバメチンカプセル２５０ 第一三共 後発品 6.50 H23.3.31まで

内用薬 3136004M1165 メコバラミン ０．２５ｍｇ１カプセ
ル

メコラミンカプセル２５０μｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.70

内用薬 3136004M2030 メコバラミン ０．５ｍｇ１カプセル チオキネートカプセル５００μｇ 長生堂製薬 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 3136004M2072 メコバラミン ０．５ｍｇ１カプセル ハイトコバミンＭカプセル５００μｇ ニプロファーマ 後発品 5.60

内用薬 3140001B1015 アスコルビン酸 ５％１ｇ 局 アスコルビン酸散 7.20 H23.3.31まで
内用薬 3140001B1066 アスコルビン酸 ５％１ｇ 局 ビタミンＣ散「フソー」－５０ｍｇ 扶桑薬品工業 8.30
内用薬 3140001B2011 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 アスコルビン酸散 7.20
内用薬 3140001B2100 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 ビタミンＣ散「フソー」－１００ｍｇ 扶桑薬品工業 8.60

内用薬 3140001B2135 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 ビスコリン散１０％ 第一三共 8.60 H23.3.31まで
内用薬 3140001B3018 アスコルビン酸 ２０％１ｇ 局 アスコルビン酸散 8.10
内用薬 3140001X1012 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸 7.30
内用薬 3140001X1020 アスコルビン酸 １ｇ 局 ※ アスコルビン酸（岩城） 岩城製薬 8.80

内用薬 3140001X1047 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「メタル」 中北薬品 8.50
内用薬 3140001X1071 アスコルビン酸 １ｇ 局 ※ アスコルビン酸（山善） 山善製薬 8.80

内用薬 3140001X1080 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸（（三晃）） 協和医療開発 8.30 H23.3.31まで
内用薬 3140001X1098 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸　シオエ シオエ製薬 9.10 H23.3.31まで
内用薬 3140001X1101 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「ヨシダ」 吉田製薬 9.10
内用薬 3140001X1144 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「ケンエー」 健栄製薬 8.30
内用薬 3140001X1152 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸原末「タケダ」 武田薬品工業 9.10
内用薬 3140001X1160 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸原末「マルイシ」 丸石製薬 8.30
内用薬 3140002D1037 アスコルビン酸 ２５％１ｇ ハイシー顆粒２５％ 武田薬品工業 6.20
内用薬 3150002D1025 酢酸トコフェロール ２０％１ｇ ユベ－Ｅ顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 3150002D1041 酢酸トコフェロール ２０％１ｇ ユベラ顆粒２０％ サンノーバ 11.60
内用薬 3150002D1050 酢酸トコフェロール ２０％１ｇ ユベ－Ｅ顆粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 3150002F1220 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ベクタン錠５０ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.60
内用薬 3150002F1239 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ユベラ錠５０ｍｇ サンノーバ 5.90
内用薬 3150002F1247 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 3150002F1255 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 バナール錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3150002F2049 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１錠 ユベ－Ｅ・１００ 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 3150002F2057 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１錠 ユベ－Ｅ錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3150002M1076 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１カプセル ベクタンカプセル１００ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.60
内用薬 3150002M1084 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１カプセル エセブロンカプセル１００ｍｇ 生晃栄養薬品 後発品 5.60
内用薬 3160001B1069 フィトナジオン １％１ｇ カチーフＮ散１０ｍｇ／ｇ 日本製薬 35.50
内用薬 3160001F1117 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ※ ビタミンＫ１錠５（イセイ） イセイ 後発品 5.60

内用薬 3160001F1125 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ビタミンＫ１錠（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 3160001F1311 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 カチーフＮ錠５ｍｇ 日本製薬 18.50
内用薬 3160001F1320 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ケーワン錠５ｍｇ エーザイ 16.70
内用薬 3160001F1338 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ビタミンＫ１錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3160001F2016 フィトナジオン １０ｍｇ１錠 フィトナジオン１０ｍｇ錠 後発品 5.90
内用薬 3160001F2083 フィトナジオン １０ｍｇ１錠 カチーフＮ錠１０ｍｇ 日本製薬 35.10
内用薬 3160001M1027 フィトナジオン １０ｍｇ１カプセル ケーワンカプセル１０ｍｇ エーザイ 28.80
内用薬 3160001M2023 フィトナジオン ２０ｍｇ１カプセル ケーワンカプセル２０ｍｇ エーザイ 47.70

内用薬 3160002M1021 メナテトレノン ５ｍｇ１カプセル ケイツーカプセル５ｍｇ エーザイ 26.90
内用薬 3160002M2028 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル グラケーカプセル１５ｍｇ エーザイ 39.10
内用薬 3160002M2036 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 24.00 H22.8.31まで

内用薬 3160002M2044 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 24.00

内用薬 3160002M2052 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｋ
ＴＢ」

寿製薬 後発品 25.90

内用薬 3160002M2060 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 24.00

内用薬 3160002M2079 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 23.30

内用薬 3160002M2087 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 22.70

内用薬 3160002M2095 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 24.00

内用薬 3160002M2109 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「科
研」

大興製薬 後発品 26.90
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内用薬 3160002M2117 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日
本臓器」

東海カプセル 後発品 22.70

内用薬 3160002M2125 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 23.30

内用薬 3160002M2133 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 24.00

内用薬 3160002M2141 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｔ
Ｃ」

東洋カプセル 後発品 23.30

内用薬 3160002M2150 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｔ
ＳＵ」

鶴原製薬 後発品 23.30

内用薬 3160002M2168 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「タ
ナベ」

長生堂製薬 後発品 24.00

内用薬 3160002Q1040 メナテトレノン ０．２％１ｍＬ ケイツーシロップ０．２％ サンノーバ 27.80
内用薬 3179100F1023 リボフラビン・ピリドキ

シン塩酸塩
１錠 強力ビフロキシン錠 ゾンネボード製薬 6.00 H22.6.30まで

内用薬 3179100F1031 リボフラビン・ピリドキ
シン塩酸塩

１錠 ビフロキシン配合錠 ゾンネボード製薬 6.00

内用薬 3179101M1124 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ジアイナミックスカプセル 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 3179102F1022 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 アリチアＮ５０ マイラン製薬 5.60 H22.6.30まで

内用薬 3179102F1030 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 アリチア配合錠 マイラン製薬 5.60

内用薬 3179104M1020 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ダイ・メジンカプセル 日医工 5.60 H23.3.31まで

内用薬 3179105F1026 Ｂ１・Ｂ６・Ｂ１２配合 １錠 トリドセラン錠 シオノケミカル 14.10 H22.6.30まで
内用薬 3179105F1034 Ｂ１・Ｂ６・Ｂ１２配合 １錠 トリドセラン配合錠 シオノケミカル 14.10
内用薬 3179106F1020 オクトチアミン・Ｂ２・

Ｂ６・Ｂ１２配合剤
１錠 ノイロビタン錠 アステラス製薬 6.00 H22.6.30まで

内用薬 3179106F1039 オクトチアミン・Ｂ２・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ノイロビタン配合錠 アステラス製薬 6.00

内用薬 3179107F1025 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタマル錠 沢井製薬 後発品 9.60 H22.6.30まで

内用薬 3179107F1033 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタダン錠 メディサ新薬 後発品 9.60 H22.6.30まで

内用薬 3179107F1041 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタダン配合錠 メディサ新薬 後発品 9.60

内用薬 3179107F1050 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタマル配合錠 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 3179107M1040 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタノイリンカプセル２５ 武田薬品工業 7.60

内用薬 3179107M1059 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタノイリンカプセル５０ 武田薬品工業 14.70

内用薬 3179108B1028 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１ｇ ビタメジン散 第一三共 27.60 H22.6.30まで

内用薬 3179108B1036 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１ｇ ビタメジン配合散 第一三共 27.60

内用薬 3179109M1023 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル シグマビタンカプセル 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 3179109M1040 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジンカプセル２５ 第一三共 5.90 H22.6.30まで

内用薬 3179109M1058 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ダイメジンスリービー配合カプセル 日医工 後発品 5.40 H22.6.30まで

内用薬 3179109M1066 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ダイメジンスリービー配合カプセル２
５

日医工 後発品 5.40

内用薬 3179109M1074 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジン配合カプセルＢ２５ 第一三共 5.90

内用薬 3179110M1026 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジンカプセル５０ 第一三共 10.20 H22.6.30まで

内用薬 3179110M1034 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジン配合カプセルＢ５０ 第一三共 10.20

内用薬 3179115D1053 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シナール 塩野義製薬 6.20 H22.6.30まで

内用薬 3179115D1061 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シーピーＧ 東和薬品 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 3179115D1070 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ デラキシーＭ 丸石製薬 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 3179115D1088 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ ビューシーＳ 大洋薬品工業 後発品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 3179115D1096 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シナール配合顆粒 塩野義製薬 6.20

内用薬 3179115D1100 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シーピー配合顆粒 東和薬品 後発品 6.20

内用薬 3179115D1118 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ デラキシー配合顆粒 丸石製薬 後発品 6.20

内用薬 3179115D1126 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ ビューシー配合顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.20

内用薬 3179115F2026 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１錠 シナール錠２００ 塩野義製薬 6.60 H22.6.30まで

内用薬 3179115F2034 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１錠 シナール配合錠 塩野義製薬 6.60

内用薬 3179117D1125 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ デルパント配合顆粒 陽進堂 5.90

内用薬 3179121A1028 レチノール・カルシフェ
ロール配合剤

１ｇ 調剤用パンビタン末 武田薬品工業 6.20

内用薬 3179122D1029 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ ワッサーＶ顆粒 東亜薬品 6.20 H22.6.30まで

内用薬 3179122D1037 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ ワッサーＶ配合顆粒 東亜薬品 6.20

内用薬 3190001B1041 ビオチン ０．２％１ｇ ビオチン散０．２％「フソー」 扶桑薬品工業 11.20
内用薬 3190001B1050 ビオチン ０．２％１ｇ ビオチン散０．２％「ホエイ」 東洋製薬化成 8.10
内用薬 3190001R1031 ビオチン ０．１％１ｇ ビオチン・ドライシロップ０．１％

「ホエイ」
東洋製薬化成 後発品 6.80

内用薬 3211001X1016 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム水和物 26.90 H23.11.11一般名等

内用薬 3211001X1040 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム．ＯＹ 日医工ファーマ 29.30
内用薬 3211001X1059 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ケンエー」 健栄製薬 36.70
内用薬 3211001X1067 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 ※ 乳酸カルシウム（小堺） 小堺製薬 35.70
内用薬 3211001X1075 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム　シオエ シオエ製薬 29.30 H22.8.31まで
内用薬 3211001X1083 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 「純生」乳カル 純生薬品工業 32.10
内用薬 3211001X1105 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 28.40
内用薬 3211001X1121 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ホエイ」 マイラン製薬 36.70
内用薬 3211001X1156 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 ※ 乳酸カルシウム（山善） 山善製薬 32.10
内用薬 3211001X1210 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム「ヤクハン」 ヤクハン製薬 29.30
内用薬 3211001X1237 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 吉田製薬 36.70
内用薬 3211001X1253 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 局 乳酸カルシウム水和物「シオエ」原末 シオエ製薬 29.30
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内用薬 3211002F1031 乳酸カルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠 乳石錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60
内用薬 3212001X1021 グリセロリン酸カルシウ

ム
１ｇ グリセロリン酸カルシウム「イワキ」 岩城製薬 6.20

内用薬 3213001X1010 グルコン酸カルシウム水
和物

１ｇ 局 グルコン酸カルシウム水和物 7.90 H23.11.11一般名等

内用薬 3213001X1045 グルコン酸カルシウム水
和物

１ｇ 局 カルチコール末 日医工 9.40

内用薬 3214001F1020 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム

１錠 アスパラ－ＣＡ錠２００ 田辺三菱製薬 6.00

内用薬 3214001F1039 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム

１錠 アストスＣＡ錠２００ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.3.31まで

内用薬 3214001F1047 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム

１錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ
「サワイ」

メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 3214001F1055 Ｌ－アスパラギン酸カル
シウム

１錠 エルスプリーＣＡ錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3215001X1015 塩化カルシウム水和物 １０ｇ 局 塩化カルシウム水和物 16.50 H23.11.11一般名等

内用薬 3219001X1014 リン酸水素カルシウム水
和物

１０ｇ 局 リン酸水素カルシウム水和物 13.60 H23.11.11一般名等

内用薬 3219001X1030 リン酸水素カルシウム水
和物

１０ｇ 局 リン酸水素カルシウム「エビス」 日興製薬 13.80

内用薬 3219001X1057 リン酸水素カルシウム水
和物

１０ｇ 局 「純生」第二リン灰 純生薬品工業 15.10 H24.3.31まで

内用薬 3219001X1090 リン酸水素カルシウム水
和物

１０ｇ 局 リン酸水素カルシウム．ＹＩ 山田製薬 15.10 H24.3.31まで

内用薬 3219001X1120 リン酸水素カルシウム水
和物

１０ｇ 局 リン酸水素カルシウム水和物「ヨシ
ダ」

吉田製薬 14.50

内用薬 3219001X1138 リン酸水素カルシウム水
和物

１０ｇ 局 「山善」第二リン灰 山善製薬 15.10 H23.10.28収載

内用薬 3221001X1012 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム 7.20
内用薬 3221001X1055 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ※ ヨウ化カリウム（小堺） 小堺製薬 9.00
内用薬 3221001X1063 ヨウ化カリウム １ｇ 局 「純生」ヨウ化カリウム 純生薬品工業 8.50
内用薬 3221001X1101 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム「ニッコー」 日興製薬 8.00
内用薬 3221001X1152 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ヨウ化カリウム「ヨシダ」 吉田製薬 9.00
内用薬 3221001X1187 ヨウ化カリウム １ｇ 局 ※ ヨウ化カリウム（山善） 山善製薬 8.00
内用薬 3221002L1066 ヨウ化カリウム ５０ｍｇ１丸 ※ ヨウ化カリウム丸（日医工） 日医工 5.70 H22.6.30まで
内用薬 3221002L1074 ヨウ化カリウム ５０ｍｇ１丸 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 日医工 5.70

内用薬 3221004A1021 ヨウ素レシチン １ｇ ヨウレチン末 第一薬品産業 9.90 H22.8.31まで
内用薬 3221004B1027 ヨウ素レシチン ２００μｇ１ｇ ヨウレチン散０．０２％ 第一薬品産業 9.90
内用薬 3221004F1029 ヨウ素レシチン ５０μｇ１錠 ヨウレチン錠「５０」 第一薬品産業 6.10
内用薬 3221004F2025 ヨウ素レシチン １００μｇ１錠 ヨウレチン錠「１００」 第一薬品産業 6.50
内用薬 3222003G1035 硫酸鉄 １錠 スローフィー錠５０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
9.10 H24.3.31まで

内用薬 3222004X1030 硫酸鉄 １錠 テツクール徐放錠１００ｍｇ あすか製薬 後発品 9.10
内用薬 3222007G1025 硫酸鉄 １錠 フェロ・グラデュメット アボットジャパン 9.60 H22.6.30まで
内用薬 3222007G1033 硫酸鉄 １錠 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ アボットジャパン 9.60

内用薬 3222010N1026 フマル酸第一鉄 ３０５ｍｇ１カプセル フェルム・カプセル 日医工 10.30 H22.6.30まで
内用薬 3222010N2022 フマル酸第一鉄 鉄１００ｍｇ１カプセ

ル
フェルムカプセル１００ｍｇ 日医工 10.30

内用薬 3222012Q1030 溶性ピロリン酸第二鉄 １ｍＬ インクレミンシロップ５％ アルフレッサ
ファーマ

後発品 6.10

内用薬 3222013D1059 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

１ｇ フェロミア顆粒８．３％ サンノーバ 17.90

内用薬 3222013D1067 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

１ｇ フォリロミン顆粒８．３％ 鶴原製薬 後発品 7.10

内用薬 3222013F1025 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フェロミア錠５０ｍｇ サンノーバ 10.80

内用薬 3222013F1050 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フェニレン錠５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.80

内用薬 3222013F1084 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フェロチーム錠５０ 沢井製薬 後発品 5.60

内用薬 3222013F1092 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フェロフィール錠５０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 6.70 H23.3.31まで

内用薬 3222013F1106 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フェロステック錠５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3222013F1114 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フォリロミン錠５０ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3222013F1122 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フェレダイム錠５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 3222013F1130 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム

鉄５０ｍｇ１錠 フェネルミン錠５０ｍｇ 小林化工 後発品 5.80

内用薬 3229001X1010 塩化カリウム １０ｇ 局 塩化カリウム 8.90
内用薬 3229001X1053 塩化カリウム １０ｇ 局 塩化カリウム「フソー」 扶桑薬品工業 9.40
内用薬 3229002G1058 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 エフズレンＫ錠６００ｍｇ シオエ製薬 後発品 6.00 H24.3.31まで
内用薬 3229002G1066 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 スローケー錠６００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
8.20

内用薬 3229002G1074 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 ケーサプライ錠６００ｍｇ 佐藤薬品工業 後発品 6.00

内用薬 3229002S1026 塩化カリウム １０％１０ｍＬ Ｋ．Ｃ．Ｌ．エリキシル（１０Ｗ／
Ｖ％）

丸石製薬 22.90

内用薬 3229003S1039 酢酸カリウム １０ｍＬ 酢酸カリウム液「司生堂」 司生堂製薬 後発品 11.40
内用薬 3229005B1038 Ｌ－アスパラギン酸カリ

ウム
５０％１ｇ アスパラカリウム散５０％ 田辺三菱製薬 7.00

内用薬 3229005F1030 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

３００ｍｇ１錠 アスケート錠 共和薬品工業 後発品 5.80 H22.6.30まで

内用薬 3229005F1080 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

３００ｍｇ１錠 アスパラカリウム錠３００ｍｇ 田辺三菱製薬 6.00

内用薬 3229005F1099 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

３００ｍｇ１錠 アスケート錠３００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.80

内用薬 3229007C1032 グルコン酸カリウム カリウム４ｍＥｑ１ｇ グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ ポーラファルマ 9.30
内用薬 3229007F1047 グルコン酸カリウム カリウム２．５ｍＥｑ

１錠
グルコンサンＫ錠２．５ｍＥｑ ポーラファルマ 6.10

内用薬 3229007F2035 グルコン酸カリウム カリウム５ｍＥｑ１錠 グルコンサンＫ錠５ｍＥｑ ポーラファルマ 10.70
内用薬 3229100D2022 ナトリウム・カリウム・

マグネシウム配合剤
４ｇ１包 ソリタ－Ｔ顆粒２号 味の素製薬 23.20 H22.6.30まで

内用薬 3229100D2030 ナトリウム・カリウム・
マグネシウム配合剤

４ｇ１包 ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 味の素製薬 23.20

内用薬 3229101D2027 ナトリウム・カリウム・
マグネシウム配合剤

４ｇ１包 ソリタ－Ｔ顆粒３号 味の素製薬 22.90 H22.6.30まで

内用薬 3229101D2035 ナトリウム・カリウム・
マグネシウム配合剤

４ｇ１包 ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 味の素製薬 22.90

内用薬 3229102F1034 アスパラギン酸カリウ
ム・マグネシウム

（１５０ｍｇ）１錠 アスパラ錠医家用 田辺三菱製薬 6.20 H22.6.30まで
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内用薬 3229102F1107 アスパラギン酸カリウ
ム・マグネシウム

（１５０ｍｇ）１錠 アスパラ配合錠 田辺三菱製薬 6.20

内用薬 3231001X1019 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖 7.50
内用薬 3231001X1043 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖．ＯＩ 日医工ファーマ 13.70
内用薬 3231001X1060 ブドウ糖 １０ｇ 局 ※ ブドウ糖（小堺） 小堺製薬 9.70

内用薬 3231001X1078 ブドウ糖 １０ｇ 局 「純生」グルコース 純生薬品工業 12.50

内用薬 3231001X1094 ブドウ糖 １０ｇ 局 ※ ブドウ糖（扶桑） 扶桑薬品工業 10.90
内用薬 3231001X1140 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖（（三晃）） 協和発酵キリン 13.30
内用薬 3231001X1167 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「ニッコー」 日興製薬 13.30
内用薬 3231001X1175 ブドウ糖 １０ｇ 局 ブドウ糖「ヨシダ」 吉田製薬 12.50
内用薬 3232001X1016 果糖 １ｇ 局 果糖 9.60
内用薬 3253001D1028 総合アミノ酸製剤 ２．５ｇ１包 アミユー顆粒 味の素製薬 52.60 H22.6.30まで
内用薬 3253001D1036 総合アミノ酸製剤 ２．５ｇ１包 アミユー配合顆粒 味の素製薬 52.60
内用薬 3253002D1022 総合アミノ酸製剤 １ｇ ＥＳポリタミン顆粒 日本製薬 14.10 H22.6.30まで
内用薬 3253002D1030 総合アミノ酸製剤 １ｇ ＥＳポリタミン配合顆粒 日本製薬 14.10
内用薬 3253003D1035 イソロイシン・ロイシ

ン・バリン
４．７４ｇ１包 リックル顆粒 沢井製薬 後発品 128.10 H22.6.30まで

内用薬 3253003D1043 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 レオバクトン顆粒分包 長生堂製薬 後発品 128.10 H22.6.30まで

内用薬 3253003D1051 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 アミノバクト顆粒 日医工 後発品 106.10 H22.6.30まで

内用薬 3253003D1078 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 リバレバン顆粒 メディサ新薬 後発品 124.10 H22.6.30まで

内用薬 3253003D1086 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 コベニール顆粒 陽進堂 後発品 112.20 H22.6.30まで

内用薬 3253003D1094 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 アミノマイラン配合顆粒 マイラン製薬 後発品 157.80

内用薬 3253003D1108 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 アミノバクト配合顆粒 日医工 後発品 106.10

内用薬 3253003D1116 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 コベニール配合顆粒 陽進堂 後発品 112.20

内用薬 3253003D1124 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 リックル配合顆粒 沢井製薬 後発品 128.10

内用薬 3253003D1132 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 リバレバン配合顆粒 メディサ新薬 後発品 124.10

内用薬 3253003D1140 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７４ｇ１包 レオバクトン配合顆粒分包 長生堂製薬 後発品 128.10

内用薬 3253003D2023 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．１５ｇ１包 リーバクト顆粒 味の素製薬 252.60 H22.6.30まで

内用薬 3253003D2031 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．１５ｇ１包 リーバクト配合顆粒 味の素製薬 252.60

内用薬 3253003D3020 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．５ｇ１包 ヘパアクト顆粒 東亜薬品 後発品 167.90 H22.6.30まで

内用薬 3253003D3038 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．５ｇ１包 ヘパアクト配合顆粒 東亜薬品 後発品 167.90

内用薬 3253003D4026 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７３ｇ１包 ブラニュート顆粒 日本製薬 後発品 175.00 H22.6.30まで

内用薬 3253003D4034 イソロイシン・ロイシ
ン・バリン

４．７３ｇ１包 ブラニュート配合顆粒 日本製薬 後発品 175.00

内用薬 3259103B1028 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタール 味の素製薬 59.20 H22.6.30まで
内用薬 3259103B1036 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタール配合内用剤 味の素製薬 59.20
内用薬 3259107A1020 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタールＰ 味の素製薬 76.00 H22.6.30まで
内用薬 3259107A1039 経腸成分栄養剤 １０ｇ エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 味の素製薬 76.00
内用薬 3259108B1020 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ アミノレバンＥＮ 大塚製薬 107.80 H22.6.30まで
内用薬 3259108B1039 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ アミノレバンＥＮ配合散 大塚製薬 107.80
内用薬 3259109S1025 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ エンシュア・リキッド 明治 6.70
内用薬 3259111A1027 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ ヘパンＥＤ 味の素製薬 100.10 H22.6.30まで
内用薬 3259111A1035 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ ヘパンＥＤ配合内用剤 味の素製薬 100.10
内用薬 3259112S1027 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ハーモニック－Ｍ エスエス製薬 9.40 H24.3.31まで
内用薬 3259113S1021 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ（混合調製後

の内用液として）
ツインライン イーエヌ大塚製薬 9.60 H22.6.30まで

内用薬 3259113S1030 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ（混合調製後
の内用液として）

ツインライン配合経腸用液 イーエヌ大塚製薬 9.60

内用薬 3259114S1026 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ エンシュア・Ｈ 明治 11.80
内用薬 3259115S1020 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ハーモニック－Ｆ エスエス製薬 8.60 H24.3.31まで
内用薬 3259116S1025 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ラコール イーエヌ大塚製薬 9.10 H22.6.30まで
内用薬 3259116S1033 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ラコール配合経腸用液 イーエヌ大塚製薬 9.10
内用薬 3259117S1020 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ（混合調製後

の内用液として）
ツインラインＮＦ配合経腸用液 イーエヌ大塚製薬 9.60 H23.5.20収載

内用薬 3259118S1024 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ ラコールＮＦ配合経腸用液 イーエヌ大塚製薬 9.10 H23.5.20収載

内用薬 3272001X1038 マルツエキス １ｇ ※ マルツエキス分包（和光堂） 和光堂 6.40
内用薬 3272001X1046 マルツエキス １ｇ ※ マルツエキス（和光堂） 和光堂 6.40
内用薬 3279103X2024 フェニルアラニン除去ミ

ルク
１ｇ 雪印新フェニルアラニン除去ミルク 雪印乳業 10.70 H22.6.30まで

内用薬 3279103X2032 フェニルアラニン除去ミ
ルク

１ｇ フェニルアラニン除去ミルク配合散
「雪印」

雪印メグミルク 10.70

内用薬 3279104X2029 ロイシン・イソロイシ
ン・バリン除去ミルク

１ｇ 雪印新ロイシン・イソロイシン・バリ
ン除去ミルク

雪印乳業 10.80 H22.6.30まで

内用薬 3279104X2037 ロイシン・イソロイシ
ン・バリン除去ミルク

１ｇ ロイシン・イソロイシン・バリン除去
ミルク配合散「雪印」

雪印メグミルク 10.80

内用薬 3291001X1017 ブドウ酒 １０ｍＬ 局 ブドウ酒 20.70
内用薬 3321002B1139 カルバゾクロムスルホン

酸ナトリウム
１０％１ｇ アドナ散１０％ 田辺三菱製薬 47.30

内用薬 3321002B1147 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０％１ｇ アーツェー散１０％ 日医工ファーマ 後発品 11.90

内用薬 3321002C1134 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０％１ｇ カルタゾン細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 9.60

内用薬 3321002C1142 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０％１ｇ ラノビ細粒１０％ イセイ 後発品 8.90

内用薬 3321002F1092 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０ｍｇ１錠 アドナ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.40

内用薬 3321002F1106 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

１０ｍｇ１錠 アーツェー錠１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.00

内用薬 3321002F2153 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 カルタゾン錠３０ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3321002F2269 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 タジン錠３０ あすか製薬 後発品 10.80

内用薬 3321002F2358 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 ラノビ錠３０ イセイ 後発品 5.60

内用薬 3321002F2366 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 アドナ錠３０ｍｇ 田辺三菱製薬 12.10
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内用薬 3321002F2374 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 アーツェー錠３０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.60

内用薬 3321002F2382 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 カルバジャスト錠３０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60

内用薬 3321002F2390 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

３０ｍｇ１錠 オダノン錠３０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3321003F2042 アドレノクロムモノアミ
ノグアニジンメシル酸塩
水和物

３０ｍｇ１錠 Ｓ・アドクノン錠３０ アルフレッサ
ファーマ

11.40

内用薬 3321003F2085 アドレノクロムモノアミ
ノグアニジンメシル酸塩
水和物

３０ｍｇ１錠 エーシーコール錠３０ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60 H24.3.31まで

内用薬 3321003F2093 アドレノクロムモノアミ
ノグアニジンメシル酸塩
水和物

３０ｍｇ１錠 Ｓ－アドカル錠３０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.80

内用薬 3322001X1015 ゼラチン １０ｇ 局 ゼラチン 17.10
内用薬 3322002X1010 精製ゼラチン １０ｇ 局 精製ゼラチン 17.10
内用薬 3323001C1053 トロンビン １０，０００単位１ｇ

１包
経口用トロンビン細粒１万単位「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 639.90

内用薬 3323001C1061 トロンビン １０，０００単位１ｇ
１包

経口用トロンビン細粒１万単位 持田製薬 1,450.90

内用薬 3323001C2033 トロンビン ２０，０００単位２ｇ
１包

経口用トロンビン細粒２万単位 持田製薬 2,255.20 H24.3.31まで

内用薬 3323001C2041 トロンビン ２０，０００単位２ｇ
１包

経口用トロンビン細粒２万単位「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 849.50

内用薬 3323001C3056 トロンビン ５，０００単位０．５
ｇ１包

経口用トロンビン細粒０．５万単位
「サワイ」

沢井製薬 後発品 486.50

内用薬 3323001C3064 トロンビン ５，０００単位０．５
ｇ１包

経口用トロンビン細粒５千単位 持田製薬 1,002.50

内用薬 3327002B1027 トラネキサム酸 ５０％１ｇ トランサミン散５０％ 第一三共 19.40
内用薬 3327002C1103 トラネキサム酸 ５０％１ｇ プレタスミン細粒５０％ 辰巳化学 後発品 7.60
内用薬 3327002C1111 トラネキサム酸 ５０％１ｇ バナリントップ細粒５０％ 鶴原製薬 後発品 7.60
内用薬 3327002F1134 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 ニコルダ錠２５０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 6.30 H23.3.31まで
内用薬 3327002F1142 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トランサミン錠２５０ｍｇ 第一三共 11.20
内用薬 3327002F1150 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 プレタスミン錠２５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.30

内用薬 3327002F1169 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 6.30

内用薬 3327002F1177 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 ケイサミン錠２５０ｍｇ 三恵薬品 後発品 6.30
内用薬 3327002F2041 トラネキサム酸 ５００ｍｇ１錠 局 トランサミン錠５００ｍｇ 第一三共 20.50

内用薬 3327002F2050 トラネキサム酸 ５００ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠５００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.30

内用薬 3327002M1273 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 ヘキサトロンカプセル２５０ｍｇ 日本新薬 後発品 11.00
内用薬 3327002M1281 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 6.40

内用薬 3327002M1290 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 リカバリンカプセル２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 6.40
内用薬 3327002M1303 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 局 トランサミンカプセル２５０ｍｇ 第一三共 11.00
内用薬 3327002Q1054 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トラネキサム酸シロップ５％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 3.40

内用薬 3327002Q1062 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トランサミンシロップ５％ ニプロパッチ 4.30
内用薬 3329100H1023 カルバゾクロム・アスコ

ルビン酸配合剤
１錠 オフタルムＫ錠 アルフレッサ

ファーマ
16.50 H22.6.30まで

内用薬 3329100H1031 カルバゾクロム・アスコ
ルビン酸配合剤

１錠 オフタルムＫ配合錠 アルフレッサ
ファーマ

16.50

内用薬 3332001C1028 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワルファリンＫ細粒０．２％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 9.60

内用薬 3332001C1036 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワルファリンＫ細粒０．２％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 9.60

内用薬 3332001D1023 ワルファリンカリウム ０．２％１ｇ ワーファリン顆粒０．２％ エーザイ 10.00 H23.11.28収載

内用薬 3332001F1016 ワルファリンカリウム １ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.60
内用薬 3332001F2012 ワルファリンカリウム ５ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 10.60
内用薬 3332001F3019 ワルファリンカリウム ０．５ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.60
内用薬 3332001F4015 ワルファリンカリウム ２ｍｇ１錠 局 ワルファリンカリウム錠 9.60

内用薬 3339001M1024 ダビガトランエテキシ
ラートメタンスルホン酸

７５ｍｇ１カプセル プラザキサカプセル７５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

132.60 H23.3.11収載

内用薬 3339001M2020 ダビガトランエテキシ
ラートメタンスルホン酸

１１０ｍｇ１カプセル プラザキサカプセル１１０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

232.70 H23.3.11収載

内用薬 3339002F1020 エドキサバントシル酸塩
水和物

１５ｍｇ１錠 リクシアナ錠１５ｍｇ 第一三共 397.40 H23.7.19収載

内用薬 3339002F2026 エドキサバントシル酸塩
水和物

３０ｍｇ１錠 リクシアナ錠３０ｍｇ 第一三共 727.30 H23.7.19収載

内用薬 3399001C1027 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ パナルジン細粒１０％ サノフィ・アベン
ティス

69.40

内用薬 3399001C1051 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ ニチステート細粒１０％ 日医工 後発品 21.00
内用薬 3399001C1060 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ チクピロン細粒１０％ 沢井製薬 後発品 24.80
内用薬 3399001F1015 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩１００ｍｇ錠 後発品 7.50 H23.11.11一般名等

内用薬 3399001F1082 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 パナルジン錠 サノフィ・アベン
ティス

61.90 H22.6.30まで

内用薬 3399001F1112 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ピクロジン錠 日医工ファーマ 後発品 13.00 H23.3.31まで
内用薬 3399001F1279 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ヒシミドン錠１００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 13.50
内用薬 3399001F1384 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 パナルジン錠１００ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
61.90

内用薬 3399002B1026 シロスタゾール ２０％１ｇ プレタール散２０％ 大塚製薬 402.50
内用薬 3399002F1010 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠 後発品 16.10
内用薬 3399002F1036 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 アイタント錠５０ 東和薬品 後発品 26.30
内用薬 3399002F1044 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 エクバール錠５０ 高田製薬 後発品 75.70
内用薬 3399002F1060 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 グロント錠５０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 25.40
内用薬 3399002F1079 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロシナミン錠５０ｍｇ サンド 後発品 32.10
内用薬 3399002F1087 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロステート錠５０ 日医工 後発品 26.30
内用薬 3399002F1109 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ファンテゾール錠５０ シオノケミカル 後発品 29.60
内用薬 3399002F1117 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 フレニード錠５０ 沢井製薬 後発品 29.60
内用薬 3399002F1125 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレスタゾール錠５０ 日本薬品工業 後発品 69.50
内用薬 3399002F1133 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレラジン錠５０ 大洋薬品工業 後発品 25.40
内用薬 3399002F1141 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ホルダゾール錠５０ 大正薬品工業 後発品 30.60
内用薬 3399002F1150 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ラノミン錠５０ ダイト 後発品 23.40
内用薬 3399002F1168 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 ロタゾナ錠５０ 長生堂製薬 後発品 23.40 H22.6.30まで
内用薬 3399002F1184 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 26.30
内用薬 3399002F1192 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレタール錠５０ｍｇ 大塚製薬 105.50 H24.3.31まで
内用薬 3399002F1206 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 29.60
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内用薬 3399002F1214 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 23.40

内用薬 3399002F1222 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 コートリズム錠５０ｍｇ 寿製薬 後発品 71.90

内用薬 3399002F1257 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 局 プレトモール錠５０ 旭化成ファーマ 後発品 35.60 H23.11.28収載

内用薬 3399002F2016 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠 後発品 30.10
内用薬 3399002F2032 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 アイタント錠１００ 東和薬品 後発品 56.40
内用薬 3399002F2040 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 エジェンヌ錠１００ 陽進堂 後発品 45.60
内用薬 3399002F2075 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 コートリズム錠１００ｍｇ 寿製薬 後発品 141.70
内用薬 3399002F2083 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロシナミン錠１００ｍｇ サンド 後発品 63.70
内用薬 3399002F2091 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロステート錠１００ 日医工 後発品 51.20
内用薬 3399002F2113 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 ファンテゾール錠１００ シオノケミカル 後発品 52.40
内用薬 3399002F2121 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 フレニード錠１００ 沢井製薬 後発品 59.90
内用薬 3399002F2148 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレスタゾール錠１００ 日本薬品工業 後発品 130.80
内用薬 3399002F2156 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレトモール錠１００ 旭化成ファーマ 後発品 70.70
内用薬 3399002F2164 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレラジン錠１００ 大洋薬品工業 後発品 43.40
内用薬 3399002F2172 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 ホルダゾール錠１００ 大正薬品工業 後発品 51.20
内用薬 3399002F2199 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 ロタゾナ錠１００ 長生堂製薬 後発品 39.20 H22.6.30まで
内用薬 3399002F2202 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 エクバール錠１００ 高田製薬 後発品 132.70
内用薬 3399002F2210 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プラテミール錠１００ 小林化工 後発品 47.50
内用薬 3399002F2237 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 プレタール錠１００ｍｇ 大塚製薬 189.50 H24.3.31まで
内用薬 3399002F2245 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 61.40

内用薬 3399002F2253 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 後発品 39.20

内用薬 3399002F3020 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ 大塚製薬 105.50 H22.4.23収載

内用薬 3399002F4027 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 大塚製薬 189.50 H22.4.23収載

内用薬 3399002Q1029 シロスタゾール ５０ｍｇ１包 シロスレット内服ゼリー５０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 73.40
内用薬 3399002Q2025 シロスタゾール １００ｍｇ１包 シロスレット内服ゼリー１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 90.10
内用薬 3399003F1049 リマプロストアルファデ

クス
５μｇ１錠 ゼフロプト錠５μｇ シオノケミカル 後発品 42.90

内用薬 3399003F1057 リマプロストアルファデ
クス

５μｇ１錠 オプチラン錠５μｇ 大洋薬品工業 後発品 45.90

内用薬 3399003F1065 リマプロストアルファデ
クス

５μｇ１錠 オパプロスモン錠５μｇ 日医工 後発品 39.30

内用薬 3399003F1073 リマプロストアルファデ
クス

５μｇ１錠 オパルモン錠５μｇ 小野薬品工業 78.50

内用薬 3399003F1081 リマプロストアルファデ
クス

５μｇ１錠 プロレナール錠５μｇ 大日本住友製薬 72.30

内用薬 3399003F1090 リマプロストアルファデ
クス

５μｇ１錠 リマルモン錠５μｇ メディサ新薬 後発品 36.30

内用薬 3399003F1103 リマプロストアルファデ
クス

５μｇ１錠 リマプロストアルファデクス錠５μｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 36.30

内用薬 3399003F2029 リマプロストアルファデ
クス

１０μｇ１錠 オプチラン錠１０μｇ 大洋薬品工業 後発品 93.90

内用薬 3399004M1026 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパデールカプセル３００ 持田製薬 48.10
内用薬 3399004M1034 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル アテロパンカプセル３００ あすか製薬 後発品 35.70
内用薬 3399004M1050 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル アンサチュールカプセル３００ 日医工 後発品 18.30
内用薬 3399004M1085 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル イコペントカプセル３００ 日本ジェネリック 後発品 21.30
内用薬 3399004M1123 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパフィールカプセル３００ 扶桑薬品工業 後発品 23.70
内用薬 3399004M1131 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパラカプセル３００ 日本臓器製薬 後発品 26.70
内用薬 3399004M1140 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパロースカプセル３００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 18.30
内用薬 3399004M1158 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパンドカプセル３００ メディサ新薬 後発品 21.30 H24.3.31まで
内用薬 3399004M1166 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エメラドールカプセル３００ 京都薬品工業 後発品 32.20
内用薬 3399004M1182 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル クレスエパカプセル３００ 長生堂製薬 後発品 17.90
内用薬 3399004M1204 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル シスレコンカプセル３００ 東和薬品 後発品 18.80
内用薬 3399004M1212 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ナサチームカプセル３００ 東菱薬品工業 後発品 22.70
内用薬 3399004M1220 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ノンソルカプセル３００ 大洋薬品工業 後発品 18.80
内用薬 3399004M1271 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル メタパスカプセル３００ 原沢製薬工業 後発品 19.10
内用薬 3399004M1280 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル メルブラールカプセル３００ 大正薬品工業 後発品 18.80
内用薬 3399004M1298 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ヤトリップカプセル３００ 陽進堂 後発品 16.20
内用薬 3399004M1328 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル エパキャップソフトカプセル３００ｍ

ｇ
東洋カプセル 後発品 19.10

内用薬 3399004M1336 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル
イコサペント酸エチルカプセル３００
ｍｇ「サワイ」

メディサ新薬 後発品 21.30 H23.11.28収載

内用薬 3399004M2022 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 エパデールＳ３００ 持田製薬 49.40
内用薬 3399004M2030 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル３

００ｍｇ「ＴＣ」
東洋カプセル 後発品 18.30

内用薬 3399004M2049 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル３
００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 19.30

内用薬 3399004M2057 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル３
００ｍｇ「サワイ」

メディサ新薬 後発品 20.80

内用薬 3399004M2065 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル３
００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 18.30

内用薬 3399004M2073 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 エパロース粒状カプセル３００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 19.30
内用薬 3399004M2081 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 メルブラール粒状カプセル３００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 18.30

内用薬 3399004M2090 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 エパラ粒状カプセル３００ｍｇ 日本臓器製薬 後発品 26.60
内用薬 3399004M3029 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 エパデールＳ６００ 持田製薬 94.70
内用薬 3399004M3037 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 ソルミラン顆粒状カプセル６００ｍｇ 森下仁丹 後発品 84.70

内用薬 3399004M3045 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル６
００ｍｇ「ＴＣ」

東洋カプセル 後発品 37.40

内用薬 3399004M3053 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル６
００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 35.90

内用薬 3399004M3061 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル６
００ｍｇ「サワイ」

メディサ新薬 後発品 39.70

内用薬 3399004M3070 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル６
００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 35.90

内用薬 3399004M3088 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 エパロース粒状カプセル６００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 35.90
内用薬 3399004M3096 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 メルブラール粒状カプセル６００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 35.90

内用薬 3399004M3100 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 エパラ粒状カプセル６００ｍｇ 日本臓器製薬 後発品 51.80
内用薬 3399004M4025 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 エパデールＳ９００ 持田製薬 138.90
内用薬 3399004M4033 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 ソルミラン顆粒状カプセル９００ｍｇ 森下仁丹 後発品 126.70

内用薬 3399004M4041 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル９
００ｍｇ「ＴＣ」

東洋カプセル 後発品 55.30

内用薬 3399004M4050 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル９
００ｍｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 55.30

内用薬 3399004M4068 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル９
００ｍｇ「サワイ」

メディサ新薬 後発品 59.90
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内用薬 3399004M4076 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル粒状カプセル９
００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 53.30

内用薬 3399004M4084 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 エパロース粒状カプセル９００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 52.00
内用薬 3399004M4092 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 メルブラール粒状カプセル９００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 55.30

内用薬 3399004M4106 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 エパラ粒状カプセル９００ｍｇ 日本臓器製薬 後発品 77.30
内用薬 3399005F1021 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ドルナー錠２０μｇ 東レ 70.50
内用薬 3399005F1030 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロサイリン錠２０ 科研製薬 69.60
内用薬 3399005F1048 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベルナール錠２０μｇ 旭化成ファーマ 後発品 29.90
内用薬 3399005F1056 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベルラー錠２０μｇ 大原薬品工業 後発品 27.30
内用薬 3399005F1064 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロスタリン錠２０μｇ 共和薬品工業 後発品 31.70
内用薬 3399005F1072 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロドナー錠２０ 沢井製薬 後発品 31.70
内用薬 3399005F1099 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベストルナー錠２０ シオノケミカル 後発品 49.70
内用薬 3399005F1102 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラストリン錠２０μｇ 大正薬品工業 後発品 27.30
内用薬 3399005F1110 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ドルナリン錠２０μｇ 大洋薬品工業 後発品 27.30
内用薬 3399005F1129 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベプラリード錠２０μｇ 長生堂製薬 後発品 36.60 H23.3.31まで
内用薬 3399005F1145 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロルナー錠２０μｇ 日医工 後発品 31.70
内用薬 3399005F1153 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 セナプロスト錠２０μｇ 富士製薬工業 後発品 29.90
内用薬 3399005F1161 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラドルリン錠２０μｇ 陽進堂 後発品 27.30

内用薬 3399005F1170 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロスナー錠２０μｇ 東和薬品 後発品 36.60
内用薬 3399005F1188 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ

「タナベ」
長生堂製薬 後発品 36.60 H22.5.28収載

内用薬 3399005F2028 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ドルナリン錠４０μｇ 大洋薬品工業 後発品 70.10
内用薬 3399005F2036 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 プロスナー錠４０μｇ 東和薬品 後発品 77.40
内用薬 3399005F2044 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 プロルナー錠４０μｇ 日医工 後発品 59.70
内用薬 3399005F2052 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ベラドルリン錠４０μｇ 陽進堂 後発品 44.40
内用薬 3399006C1020 サルポグレラート塩酸塩 １０％１ｇ アンプラーグ細粒１０％ 田辺三菱製薬 155.10
内用薬 3399006F1026 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アンプラーグ錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 84.80
内用薬 3399006F1034 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ

「ＢＭＤ」
ビオメディクス 後発品 62.80

内用薬 3399006F1042 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＤＫ」

大興製薬 後発品 62.80

内用薬 3399006F1050 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 62.80

内用薬 3399006F1069 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 62.80

内用薬 3399006F1077 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＫＲＭ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 62.80

内用薬 3399006F1085 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 62.80

内用薬 3399006F1093 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 62.80

内用薬 3399006F1107 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＮＳ」

日新製薬（山形） 後発品 62.80

内用薬 3399006F1115 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 62.80

内用薬 3399006F1123 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＴＳＵ」

鶴原製薬 後発品 62.80

内用薬 3399006F1131 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 62.80

内用薬 3399006F1140 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 62.80

内用薬 3399006F1158 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 62.80

内用薬 3399006F1166 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 62.80

内用薬 3399006F1174 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 62.80

内用薬 3399006F1182 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 62.80

内用薬 3399006F1190 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 62.80

内用薬 3399006F1204 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「三和」

シオノケミカル 後発品 62.80

内用薬 3399006F1212 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 62.80

内用薬 3399006F1220 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 3399006F1255 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ＫＴＢ」

寿製薬 後発品 56.50 H22.5.28収載

内用薬 3399006F1263 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 56.50 H22.5.28収載

内用薬 3399006F1271 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 56.50 H23.11.28収載

内用薬 3399006F2022 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アンプラーグ錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 145.20
内用薬 3399006F2030 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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
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内用薬 3399006F2162 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 サルポグレラート塩酸塩 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 3399006F2251 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＫＴＢ」

寿製薬 後発品 97.70 H22.5.28収載

内用薬 3399006F2260 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 97.70 H22.5.28収載

内用薬 3399006F2278 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠
サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 97.70 H23.11.28収載

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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 H24.3.31まで
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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 H23.3.31まで

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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで

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
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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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 ファイザー 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 ファイザー 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 H23.3.31まで

内用薬 3929006S1030 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％
「ショーワ」

昭和薬品化工 106.40 H22.7.1収載

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 H22.6.30まで
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 H23.3.31まで
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 H23.3.31まで
内用薬 3943001F1314 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 ザイロリック錠１００ グラクソ・スミス

クライン
27.00 H23.4.1局方品

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 H23.3.31まで
内用薬 3943001F1365 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロシトール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 23.40 H23.4.1局方品

内用薬 3943001F1373 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠１００ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.60 H23.4.1局方品

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

昭和薬品化工 後発品 5.60 H23.4.1局方品

内用薬 3943001F1390 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 タカナルミン錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60 H23.4.1局方品

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 局 サロベール錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 16.40 H23.4.1局方品

内用薬 3943001F1438 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 プロデック錠１００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.4.1局方品

内用薬 3943001F1446 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局 アリスメット錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60 H23.4.1局方品

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 H24.3.31まで
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 局 ミニプラノール錠１００ｍｇ 日医工 後発品 6.20 H23.4.1局方品

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 局 マサトン錠１００ｍｇ 全星薬品工業 後発品 5.60 H23.4.1局方品

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 局 アノプロリン錠１００ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
後発品 7.40 H23.4.1局方品

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 3943001F1543 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局
アロプリノール錠１００ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 7.70 H23.11.28収載

内用薬 3943001F2027 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ザイロリック錠５０ グラクソ・スミス
クライン

15.10 H23.4.1局方品

内用薬 3943001F2035 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アイデイト錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 3.40 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2043 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アノプロリン錠５０ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

後発品 4.10 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2051 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アリスメット錠５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 3.10 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2060 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロシトール錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 13.10 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2078 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロチーム錠５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 3.40 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2086 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 3.40 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2094 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 3.10 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2108 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 4.30 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2116 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ショー
ワ」

昭和薬品化工 後発品 3.10 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2124 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロリン錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 3.40 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2132 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ケトブン錠５０ｍｇ イセイ 後発品 3.40 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2140 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 タカナルミン錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 3.10 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2159 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ノイファン錠５０ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 4.30 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2167 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 マサトン錠５０ｍｇ 全星薬品工業 後発品 3.10 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2175 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ミニプラノール錠５０ｍｇ 日医工 後発品 3.50 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2183 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 ユーリック錠５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 3.40 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2191 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 リボール錠５０ｍｇ メディサ新薬 後発品 4.30 H22.11.19収載

内用薬 3943001F2205 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 サロベール錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 後発品 9.20 H23.6.24収載

内用薬 3943001F2213 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 プロデック錠５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 3.10 H23.11.28収載

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 3949002F1070 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ガウトマロン錠２５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 6.40 H23.6.24収載
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内用薬 3949002F1088 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 キランガ錠２５ｍｇ イセイ 後発品 5.60 H23.6.24収載

内用薬 3949002F1096 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「日医
工」

日医工ファーマ 後発品 6.40 H23.6.24収載

内用薬 3949002F1100 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズマロン錠２５ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 6.40 H23.6.24収載

内用薬 3949002F1118 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠
ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.30 H23.11.28収載

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 3949003F1023 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 フェブリク錠１０ｍｇ 帝人ファーマ 31.10 H23.3.11収載

内用薬 3949003F2020 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 フェブリク錠２０ｍｇ 帝人ファーマ 56.40 H23.3.11収載

内用薬 3949003F3026 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 フェブリク錠４０ｍｇ 帝人ファーマ 106.60 H23.3.11収載

内用薬 3949101A1068 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ウリンメット－Ｕ メディサ新薬 後発品 10.10 H22.6.30まで

内用薬 3949101A1076 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ウロアシス散 日医工 後発品 10.10 H22.6.30まで

内用薬 3949101A1084 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ポトレンド散 東和薬品 後発品 9.40 H22.6.30まで

内用薬 3949101A1092 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ウラリット－Ｕ散 日本ケミファ 23.10 H22.6.30まで

内用薬 3949101A1106 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ピナロック散 ナガセ医薬品 後発品 12.00 H22.6.30まで

内用薬 3949101A1114 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１ｇ ウタゲン散 全星薬品工業 後発品 10.10 H22.6.30まで

内用薬 3949101A1122 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

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
ン酸ナトリウム水和物

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
ン酸ナトリウム水和物

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
ン酸ナトリウム水和物

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
ン酸ナトリウム水和物

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
ン酸ナトリウム水和物

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
ン酸ナトリウム水和物

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
ン酸ナトリウム水和物

１錠 ウラリット錠 日本ケミファ 11.80 H22.6.30まで

内用薬 3949101F1030 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 ピナロック錠 ナガセ医薬品 後発品 6.50 H22.6.30まで

内用薬 3949101F1049 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 トロノーム錠 大原薬品工業 後発品 6.50 H22.6.30まで

内用薬 3949101F1057 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 ウリンメット錠 メディサ新薬 後発品 5.90 H22.6.30まで

内用薬 3949101F1065 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

１錠 ポトレンド錠 東和薬品 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 3949101F1073 クエン酸カリウム・クエ
ン酸ナトリウム水和物

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
ン酸ナトリウム水和物

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
ン酸ナトリウム水和物

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
ン酸ナトリウム水和物

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
ン酸ナトリウム水和物

１錠 ポトレンド配合錠 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3959001C1016 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ リゾチーム塩酸塩１０％細粒 後発品 6.30 H23.11.11一般名等

内用薬 3959001C1083 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 ２０％１ｇ ノイチーム細粒２０％ サンノーバ 85.40
内用薬 3959001C3027 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ リゾチーム塩酸塩１０％顆粒 後発品 6.20 H23.11.11一般名等

内用薬 3959001D2301 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ ノイチーム顆粒１０％ サンノーバ 49.50
内用薬 3959001D2328 リゾチーム塩酸塩 １０％１ｇ レフトーゼ顆粒１０％ 日本新薬 64.00
内用薬 3959001D4029 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 １０ｍｇ１錠 塩化リゾチーム錠「イワキ」１０ｍｇ 岩城製薬 後発品 5.00

内用薬 3959001F1152 リゾチーム塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ノイチーム錠１０ｍｇ サンノーバ 9.00
内用薬 3959001F1233 リゾチーム塩酸塩 １０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠１０ｍｇ 日本新薬 10.60
内用薬 3959001F1241 リゾチーム塩酸塩 １０ｍｇ１錠 スカノーゼリン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.00
内用薬 3959001F2086 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ノイチーム錠３０ｍｇ サンノーバ 19.70
内用薬 3959001F2310 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 リチーム３０ 日医工 後発品 5.60 H22.6.30まで
内用薬 3959001F2370 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠（３０ｍｇ） 日本新薬 25.40
内用薬 3959001F2388 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 アクディーム錠３０ｍｇ あすか製薬 後発品 16.30
内用薬 3959001F2396 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 エリチーム錠３０ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 3959001F2418 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 スカノーゼリン錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3959001F2434 リゾチーム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 リチーム錠３０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 3959001F3023 リゾチーム塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 レフトーゼ錠（５０ｍｇ） 日本新薬 38.20
内用薬 3959001F5018 リゾチーム塩酸塩 ９０ｍｇ１錠 リゾチーム塩酸塩９０ｍｇ錠 後発品 5.60 H23.11.11一般名等

内用薬 3959001F5212 リゾチーム塩酸塩 ９０ｍｇ１錠 ノイチーム錠９０ｍｇ サンノーバ 35.10
内用薬 3959001M1038 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 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 H22.6.30まで

内用薬 3959001Q1129 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ レフトーゼシロップ０．５％ シオエ製薬 7.00
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内用薬 3959001Q1145 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 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 リゾチーム塩酸塩 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 H24.3.31まで

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 H24.3.31まで

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 H24.3.31まで
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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで

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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで
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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで

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 H24.3.31まで

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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H22.6.30まで

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 H24.3.31まで

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 3961003F1095 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 オペアミン錠１．２５ メディサ新薬 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 3961003F1109 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「タ
ナベ」

長生堂製薬 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 3961003F1117 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 3961003F1125 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ブラトゲン錠１．２５ｍｇ 日医工 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 3961003F1133 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 マーグレイド錠１．２５ｍｇ シオノケミカル 後発品 5.60 H22.11.19収載

内用薬 3961003F1141 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠
グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.11.28収載

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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで
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
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 H23.3.31まで
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 3961003F2199 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠
グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

サンノーバ 後発品 5.60 H23.11.28収載

内用薬 3961003F2202 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠
グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.60 H23.11.28収載

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
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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 3961007F2057 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 ルイメニア錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.80 H22.11.19収載

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 3961008F1039 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1047 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1055 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1063 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エー
ザイ

後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1071 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1080 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1098 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1101 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1110 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1128 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1136 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1144 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1152 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「イセイ」 大正薬品工業 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1160 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1179 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1187 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1195 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1209 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1217 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1225 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1233 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1241 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1250 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1268 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1276 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1284 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1292 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F1306 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 13.30 H23.6.24収載

内用薬 3961008F1314 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

後発品 13.30 H23.11.28収載

内用薬 3961008F1322 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 13.30 H23.11.28収載

内用薬 3961008F1330 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 13.30 H23.11.28収載

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 3961008F2035 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2043 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2051 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2060 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド　エー
ザイ

後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2078 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2086 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2094 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2108 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2116 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2124 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2132 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2140 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2159 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「イセイ」 大正薬品工業 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2167 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2175 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2183 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2191 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2205 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2213 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2221 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2230 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2248 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2256 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2264 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2272 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2280 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2299 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「モチダ」 トーアエイヨー 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F2302 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 31.10 H23.6.24収載

内用薬 3961008F2310 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

後発品 31.10 H23.11.28収載

内用薬 3961008F2329 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 31.10 H23.11.28収載

内用薬 3961008F2337 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 31.10 H23.11.28収載

内用薬 3961008F3023 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 アマリール０．５ｍｇ錠 サノフィ・アベン
ティス

13.10 H22.5.28収載

内用薬 3961008F3031 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 8.70 H22.11.19収載

内用薬 3961008F3040 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 8.70 H22.11.19収載

内用薬 3961008F3058 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 8.70 H23.11.28収載

内用薬 3961008F3066 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 8.70 H23.11.28収載

内用薬 3961008F3074 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 8.70 H23.11.28収載

内用薬 3961008F4020 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F4038 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

エルメッド　エー
ザイ

後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F4046 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F4054 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 14.80 H22.11.19収載

内用薬 3961008F4062 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 13.30 H23.6.24収載

内用薬 3961008F4070 グリメピリド １ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠１ｍｇ
サノフィ・アベン
ティス

22.30 H23.11.28収載

内用薬 3961008F5026 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 大興製薬 後発品 34.50 H22.11.19収載
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内用薬 3961008F5034 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

エルメッド　エー
ザイ

後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F5042 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F5050 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 後発品 34.50 H22.11.19収載

内用薬 3961008F5069 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 31.10 H23.6.24収載

内用薬 3961008F5077 グリメピリド ３ｍｇ１錠 アマリールＯＤ錠３ｍｇ
サノフィ・アベン
ティス

51.90 H23.11.28収載

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 メトホルミン塩酸塩 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 メトホルミン塩酸塩 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 メトホルミン塩酸塩 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 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 グリコラン錠２５０ｍｇ 日本新薬 9.60
内用薬 3962002F1080 メトホルミン塩酸塩 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 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メルビン錠２５０ｍｇ 大日本住友製薬 9.60 H24.3.31まで
内用薬 3962002F1101 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリック 後発品 9.20 H23.6.24収載

内用薬 3962002F2027 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局 メトグルコ錠２５０ｍｇ 大日本住友製薬 9.90 H22.4.16収載

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 3969003F3037 アカルボース ５０ｍｇ１錠 グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ バイエル薬品 25.40 H22.5.28収載

内用薬 3969003F3045 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 17.50 H22.11.19収載

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 3969003F4033 アカルボース １００ｍｇ１錠 グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ バイエル薬品 45.00 H22.5.28収載

内用薬 3969003F4041 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 30.90 H22.11.19収載

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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで
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 3969004F1268 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24.50 H23.11.28収載

内用薬 3969004F1276 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 局
ボグリボース錠０．２ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 15.40 H23.11.28収載

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
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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで
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
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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 3969004F2264 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 33.30 H23.11.28収載

内用薬 3969004F2272 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 局
ボグリボース錠０．３ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 21.90 H23.11.28収載

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 味の素製薬 22.10

内用薬 3969006F1046 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 14.70 H23.11.28収載

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 味の素製薬 55.00

内用薬 3969006F2042 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 局 ナテグリニド錠９０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 36.60 H23.11.28収載

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 3969007F1032 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エスファ 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1040 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルム
ファーマ

後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1059 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1067 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1075 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1083 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1091 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1105 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1113 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1121 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「興和テ
バ」

大正薬品工業 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1130 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1148 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1156 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1164 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1172 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1180 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1199 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F1202 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「モチダ」 持田製薬 後発品 59.20 H23.6.24収載

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 3969007F2039 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＤＳＥ

Ｐ」
第一三共エスファ 後発品 110.60 H23.6.24収載
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内用薬 3969007F2047 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 富士フイルム
ファーマ

後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2055 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2063 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2071 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2080 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2098 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2101 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2110 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2128 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「興和テ
バ」

大正薬品工業 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2136 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2144 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2152 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2160 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2179 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2187 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2195 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F2209 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「モチダ」 持田製薬 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F3027 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 アクトスＯＤ錠１５ 武田薬品工業 84.60 H22.5.28収載

内用薬 3969007F3035 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F3043 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F3051 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F3060 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山形） 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F3078 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F3086 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F3094 塩酸ピオグリタゾン １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 59.20 H23.6.24収載

内用薬 3969007F4023 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 アクトスＯＤ錠３０ 武田薬品工業 158.00 H22.5.28収載

内用薬 3969007F4031 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F4040 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F4058 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F4066 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山形） 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F4074 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F4082 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 110.60 H23.6.24収載

内用薬 3969007F4090 塩酸ピオグリタゾン ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 110.60 H23.6.24収載

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 ＭＳＤ 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 ＭＳＤ 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

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 ＭＳＤ 269.00

内用薬 3969011F1020 ビルダグリプチン ５０ｍｇ１錠 エクア錠５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

104.70 H22.4.16収載

内用薬 3969012F1025 アログリプチン安息香酸 ６．２５ｍｇ１錠 ネシーナ錠６．２５ｍｇ 武田薬品工業 60.20 H22.6.11収載

内用薬 3969012F2021 アログリプチン安息香酸 １２．５ｍｇ１錠 ネシーナ錠１２．５ｍｇ 武田薬品工業 112.20 H22.6.11収載

内用薬 3969012F3028 アログリプチン安息香酸 ２５ｍｇ１錠 ネシーナ錠２５ｍｇ 武田薬品工業 209.40 H22.6.11収載

内用薬 3969013F1020 レパグリニド ０．２５ｍｇ１錠 シュアポスト錠０．２５ｍｇ 大日本住友製薬 32.50 H23.3.11収載

内用薬 3969013F2026 レパグリニド ０．５ｍｇ１錠 シュアポスト錠０．５ｍｇ 大日本住友製薬 57.80 H23.3.11収載

内用薬 3969014F1024 リナグリプチン ５ｍｇ１錠 トラゼンタ錠５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

209.40 H23.9.12収載

内用薬 3969100F1020 ピオグリタゾン塩酸塩・
メトホルミン塩酸塩

１錠 メタクト配合錠ＬＤ 武田薬品工業 84.60 H22.6.11収載

内用薬 3969100F2027 ピオグリタゾン塩酸塩・
メトホルミン塩酸塩

１錠 メタクト配合錠ＨＤ 武田薬品工業 158.00 H22.6.11収載

内用薬 3969101F1025 ピオグリタゾン塩酸塩・
グリメピリド

１錠 ソニアス配合錠ＬＤ 武田薬品工業 84.60 H23.3.11収載

内用薬 3969101F2021 ピオグリタゾン塩酸塩・
グリメピリド

１錠 ソニアス配合錠ＨＤ 武田薬品工業 158.00 H23.3.11収載

内用薬 3969102F1020 ミチグリニドカルシウム
水和物・ボグリボース

１錠 グルベス配合錠 キッセイ薬品工業 59.80 H23.7.19収載

内用薬 3969103F1024 アログリプチン安息香酸
塩・ピオグリタゾン塩酸
塩

１錠 リオベル配合錠ＬＤ 武田薬品工業 235.20 H23.9.12収載

内用薬 3969103F2020 アログリプチン安息香酸
塩・ピオグリタゾン塩酸
塩

１錠 リオベル配合錠ＨＤ 武田薬品工業 293.90 H23.9.12収載
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内用薬 3992001D1040 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

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
トリウム水和物

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
トリウム水和物

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
トリウム水和物

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
トリウム水和物

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ錠「イセイ」 イセイ 後発品 5.40 H24.3.31まで

内用薬 3992001F1262 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠“第一” 第一三共 5.90 H22.6.30まで

内用薬 3992001F1319 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

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
トリウム水和物

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
トリウム水和物

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
トリウム水和物

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
トリウム水和物

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
トリウム水和物

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％ 高田製薬 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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 3999002F1039 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠２５ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 130.90 H22.5.28収載

内用薬 3999002F1047 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 130.90 H22.11.19収載

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 3999002F2035 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」 メディサ新薬 後発品 224.70 H22.5.28収載

内用薬 3999002F2043 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 局 ミゾリビン錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 224.70 H22.11.19収載

内用薬 3999003F1017 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩１００ｍｇ錠 後発品 12.60 H23.11.11一般名等

内用薬 3999003F1190 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 モスパン錠１００ ダイト 後発品 23.90
内用薬 3999003F1203 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 リーナック錠１００ 前田薬品工業 後発品 23.90
内用薬 3999003F1262 カモスタットメシル酸塩 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 カモスタットメシル酸塩 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 3999004M3072 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「Ｆ
Ｃ」

富士カプセル 後発品 85.20 H24.3.31まで H23.6.24収載

内用薬 3999004M3080 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「Ｂ
ＭＤ」

ビオメディクス 後発品 85.20 H24.1.16収載

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 H24.3.31まで

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 3999004M4087 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「Ｂ
ＭＤ」

ビオメディクス 後発品 164.00 H24.1.16収載

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 H24.3.31まで

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 3999004M5083 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「Ｂ
ＭＤ」

ビオメディクス 後発品 269.10 H24.1.16収載

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 H23.3.31まで

内用薬 3999004S1036 シクロスポリン １０％１ｍＬ サンディミュン内用液１０％ ノバルティス
ファーマ

1,075.50 H22.5.28収載

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 H22.6.30まで

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 局 イプリフラボン錠 後発品 7.70 H23.4.1局方品

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 H22.6.30まで
内用薬 3999008F1273 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 局 オステン錠２００ｍｇ 武田薬品工業 41.20 H23.4.1局方品

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
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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 局 ムービニン錠２００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 8.30 H23.4.1局方品

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 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 H22.6.30まで
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 第一三共エスファ 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 H24.3.31まで
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 H22.6.30まで
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 3999013F1290 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠
エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 33.70 H23.11.28収載

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 ファイザー 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 ＭＳＤ 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 3999018F1072 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「マイラン」 マイラン製薬 後発品 77.10 H22.5.28収載

内用薬 3999018F1080
アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 77.10 H23.11.28収載

内用薬 3999018F1099
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「トーワ」 東和薬品 後発品 77.10 H23.11.28収載

内用薬 3999018F1102
アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 77.10 H23.11.28収載

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 ＭＳＤ 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 3999018F2044
アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 514.20 H23.11.28収載

内用薬 3999018F2052
アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 498.70 H23.11.28収載

内用薬 3999018F2060
アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 498.70 H23.11.28収載

内用薬 3999018F2079
アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠
アレンドロン酸錠３５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 498.70 H23.11.28収載

内用薬 3999018F2087
アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 498.70 H23.11.28収載

内用薬 3999018F2095
アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 498.70 H23.11.28収載
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内用薬 3999018F2109
アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

３５ｍｇ１錠 局
アレンドロン酸錠３５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 498.70 H23.11.28収載

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 味の素製薬 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 3999019F1042 リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 88.30 H23.6.24収載

内用薬 3999019F1050
リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 88.30 H23.11.28収載

内用薬 3999019F1069
リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 88.30 H23.11.28収載

内用薬 3999019F1077
リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

全星薬品工業 後発品 88.30 H23.11.28収載

内用薬 3999019F1085
リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「興和
テバ」

大正薬品工業 後発品 88.30 H23.11.28収載

内用薬 3999019F1093
リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 88.30 H23.11.28収載

内用薬 3999019F1107
リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 88.30 H23.11.28収載

内用薬 3999019F1115
リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 88.30 H23.11.28収載

内用薬 3999019F1123
リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 88.30 H23.11.28収載

内用薬 3999019F1131
リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

後発品 88.30 H23.11.28収載

内用薬 3999019F1140
リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ユー
トク」

大興製薬 後発品 88.30 H23.11.28収載

内用薬 3999019F1158
リセドロン酸ナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 局
リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ
「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 88.30 H23.11.28収載

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 味の素製薬 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

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 ＭＳＤ 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 3999026F2022 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ボノテオ錠５０ｍｇ アステラス製薬 3,433.40 H23.9.12収載

内用薬 3999026F2030 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 リカルボン錠５０ｍｇ 小野薬品工業 3,433.40 H23.9.12収載

内用薬 3999027F1020 バゼドキシフェン酢酸塩 ２０ｍｇ１錠 ビビアント錠２０ｍｇ ファイザー 132.20 H22.9.17収載

内用薬 3999028F1025 エルトロンボパグ　オラ
ミン

１２．５ｍｇ１錠 レボレード錠１２．５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

2,610.00 H22.12.10収載

内用薬 3999028F2021 エルトロンボパグ　オラ
ミン

２５ｍｇ１錠 レボレード錠２５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

5,141.80 H22.12.10収載

内用薬 3999029M1029 フィンゴリモド塩酸塩 ０．５ｍｇ１カプセル イムセラカプセル０．５ｍｇ 田辺三菱製薬 8,172.00 H23.11.25収載

内用薬 3999029M1037 フィンゴリモド塩酸塩 ０．５ｍｇ１カプセル ジレニアカプセル０．５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

8,172.00 H23.11.25収載

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 味の素製薬 45.40 H22.6.30まで

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 味の素製薬 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 H23.3.31まで
内用薬 4211001X1010 シクロホスファミド水和

物
１ｇ 局 シクロホスファミド水和物 588.10 H23.11.11一般名等

内用薬 4211002F1044 シクロホスファミド水和
物

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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで

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 ＭＳＤ 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 ＭＳＤ 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 ファイザー 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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで

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
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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 ジェンザイム・
ジャパン

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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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 H22.6.30まで

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

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 H22.6.30まで

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 タモキシフェンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩１０ｍｇ錠 後発品 37.30 H23.11.11一般名等

内用薬 4291003F1090 タモキシフェンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 ノルキシフェン錠 寿製薬 後発品 71.30 H22.6.30まで

内用薬 4291003F1155 タモキシフェンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 タスオミン錠１０ｍｇ バイエル薬品 後発品 114.80

内用薬 4291003F1163 タモキシフェンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠１０ｍｇ アストラゼネカ 191.80

内用薬 4291003F1171 タモキシフェンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 アドパン錠１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 52.20 H24.3.31まで

内用薬 4291003F1180 タモキシフェンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 フェノルルン錠１０ｍｇ メディサ新薬 後発品 84.80 H24.3.31まで

内用薬 4291003F1198 タモキシフェンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 ノルキシフェン錠１０ｍｇ 寿製薬 後発品 71.30

内用薬 4291003F1201 タモキシフェンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「明治」 メディサ新薬 後発品 84.80 H23.6.24収載

内用薬 4291003F1228
タモキシフェンクエン酸
塩

１０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 52.20 H23.11.28収載

内用薬 4291003F2046 タモキシフェンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 タスオミン錠２０ｍｇ バイエル薬品 後発品 236.20

内用薬 4291003F2054 タモキシフェンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 ノルバデックス錠２０ｍｇ アストラゼネカ 369.50

内用薬 4291003F2062 タモキシフェンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 104.40 H23.6.24収載

内用薬 4291003F2070 タモキシフェンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 74.60 H23.6.24収載

内用薬 4291003F2089 タモキシフェンクエン酸
塩

２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「明治」 メディサ新薬 後発品 169.60 H23.6.24収載

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 H24.3.31まで
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」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

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
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内用薬 4291009F1217 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 576.00 H22.5.28収載

内用薬 4291009F1225 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ケミファ」 大興製薬 後発品 725.20 H23.6.24収載

内用薬 4291009F1233 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 後発品 518.40 H23.11.28収載

内用薬 4291009F1241 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠
ビカルタミド錠８０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 518.40 H23.11.28収載

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 4291012F1030 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 393.00 H23.11.28収載

内用薬 4291012F1049 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠
エキセメスタン錠２５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 393.00 H23.11.28収載

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 4291019M2020 サリドマイド ５０ｍｇ１カプセル サレドカプセル５０ 藤本製薬 5,512.80 H22.4.23収載

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 4291021M2027 ニロチニブ塩酸塩水和物 １５０ｍｇ１カプセル タシグナカプセル１５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

3,516.50 H23.3.18収載

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 4291023F1020 エベロリムス ５ｍｇ１錠 アフィニトール錠５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

12,711.10 H22.4.16収載

内用薬 4291024M1024 レナリドミド水和物 ５ｍｇ１カプセル レブラミドカプセル５ｍｇ セルジーン 8,861.00 H22.7.16収載

内用薬 4291025M1029 ボリノスタット １００ｍｇ１カプセル ゾリンザカプセル１００ｍｇ ＭＳＤ 5,462.80 H23.9.12収載

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 H22.6.30まで
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 H22.6.30まで
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 H24.3.31まで
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 H24.3.31まで
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 H23.3.31まで
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 局 ベスタチンカプセル１０ｍｇ 日本化薬 614.80 H23.4.1局方品

内用薬 4299002M2030 ウベニメクス ３０ｍｇ１カプセル 局 ベスタチンカプセル３０ｍｇ 日本化薬 1,561.40 H23.4.1局方品

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

内用薬 4300003M2011 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１．８５ＭＢｑ１カプ
セル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

462.00

内用薬 4300003M3018 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

３．７ＭＢｑ１カプセ
ル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

1,047.50

内用薬 4300003M4014 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１８．５ＭＢｑ１カプ
セル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

2,100.00

内用薬 4300003M5010 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

３７ＭＢｑ１カプセル 局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

3,150.00

内用薬 4300003M6017 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１１１ＭＢｑ１カプセ
ル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

6,300.00

内用薬 4300003M7013 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１８５ＭＢｑ１カプセ
ル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

9,450.00

内用薬 4300003M8010 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１，１１０ＭＢｑ１カ
プセル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

44,100.00

内用薬 4300003M9016 ヨウ化ナトリウム（１３
１Ｉ）

１，８５０ＭＢｑ１カ
プセル

局 ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセ
ル

66,150.00

内用薬 4411001F1024 塩酸ジフェンヒドラミン １０ｍｇ１錠 ベナ錠 佐藤製薬 6.10 H22.6.30まで
内用薬 4411001F1040 塩酸ジフェンヒドラミン １０ｍｇ１錠 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 興和 6.10
内用薬 4411001F1059 塩酸ジフェンヒドラミン １０ｍｇ１錠 ベナ錠１０ｍｇ 佐藤製薬 6.10

内用薬 4411002B1086 タンニン酸ジフェンヒド
ラミン

１０％１ｇ レスタミンＡコーワ散１０％ 興和 6.20

内用薬 4412002F1026 塩酸トリプロリジン １ｍｇ１錠 ベネン錠 佐藤製薬 6.10 H22.6.30まで
内用薬 4412002F1034 塩酸トリプロリジン １ｍｇ１錠 ベネン錠１ｍｇ 佐藤製薬 6.10

内用薬 4412002Q1027 塩酸トリプロリジン ０．０３３３％１０ｍ
Ｌ

ベネンシロップ 佐藤製薬 23.10 H22.6.30まで

内用薬 4412002Q1035 塩酸トリプロリジン ０．０３３３％１０ｍ
Ｌ

ベネンシロップ０．０３３％ 佐藤製薬 23.10

内用薬 4413002B1030 ヒベンズ酸プロメタジン １０％１ｇ ヒベルナ散１０％ 田辺三菱製薬 6.20
内用薬 4413002C1035 メチレンジサリチル酸プ

ロメタジン
１０％１ｇ ピレチア細粒１０％ 塩野義製薬 6.20

内用薬 4413002F1031 塩酸プロメタジン ５ｍｇ１錠 ピレチア錠（５ｍｇ） 塩野義製薬 5.70
内用薬 4413002F1040 塩酸プロメタジン ５ｍｇ１錠 ヒベルナ糖衣錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.70
内用薬 4413002F2054 塩酸プロメタジン ２５ｍｇ１錠 ピレチア錠（２５ｍｇ） 塩野義製薬 5.70
内用薬 4413002F2062 塩酸プロメタジン ２５ｍｇ１錠 ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 5.70
内用薬 4413003Q1037 酒石酸アリメマジン ０．０５％１０ｍＬ アリメジンシロップ０．０５％ ニプロパッチ 25.20
内用薬 4413004C1042 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジン細粒０．６％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 8.20

内用薬 4413004C2022 メキタジン ０．６％１ｇ ゼスラン小児用細粒０．６％ 旭化成ファーマ 74.10
内用薬 4413004C2030 メキタジン ０．６％１ｇ ニポラジン小児用細粒０．６％ アルフレッサ

ファーマ
74.10

内用薬 4413004C2057 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジン小児用細粒０．６％「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 46.90 H23.3.31まで

内用薬 4413004F1030 メキタジン ３ｍｇ１錠 ゼスラン錠 旭化成ファーマ 8.80 H22.6.30まで
内用薬 4413004F1154 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタゼノン錠 日医工ファーマ 後発品 5.70 H22.6.30まで
内用薬 4413004F1162 メキタジン ３ｍｇ１錠 ベナンザール錠 イセイ 後発品 5.70 H22.6.30まで
内用薬 4413004F1170 メキタジン ３ｍｇ１錠 ハレムニン錠３ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 4413004F1189 メキタジン ３ｍｇ１錠 ヒスポラン錠３ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 4413004F1197 メキタジン ３ｍｇ１錠 アリマン錠３ｍｇ メディサ新薬 後発品 5.60
内用薬 4413004F1200 メキタジン ３ｍｇ１錠 ニポラジン錠３ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
8.80
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内用薬 4413004F1219 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 4413004F1227 メキタジン ３ｍｇ１錠 シークナロン錠３ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 4413004F1235 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠３ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 4413004F1243 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタミン錠３ｍｇ ダイト 後発品 5.70
内用薬 4413004F1251 メキタジン ３ｍｇ１錠 ゼスラン錠３ｍｇ 旭化成ファーマ 8.80
内用薬 4413004F1260 メキタジン ３ｍｇ１錠 ベナンザール錠３ｍｇ イセイ 後発品 5.70
内用薬 4413004F1278 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタゼノン錠３ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.70
内用薬 4413004Q1058 メキタジン ０．０３％１ｍＬ ゼスラン小児用シロップ０．０３％ 旭化成ファーマ 7.70
内用薬 4413004Q1066 メキタジン ０．０３％１ｍＬ ニポラジン小児用シロップ０．０３％ アルフレッサ

ファーマ
7.70

内用薬 4413004Q1074 メキタジン ０．０３％１ｍＬ メキタジン小児用シロップ０．０３％
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.40

内用薬 4413004R1029 メキタジン ０．６％１ｇ メキタジンＤＳ０．６％「ＫＮ」 小林化工 後発品 14.00
内用薬 4419001Q1082 ｄｌ－クロルフェニラミ

ンマレイン酸塩
０．０５％１０ｍＬ クロルフェニラミンマレイン酸塩・シ

ロップ０．０５％「ホエイ」
東洋製薬化成 後発品 8.70

内用薬 4419001Q1090 ｄｌ－クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩

０．０５％１０ｍＬ クロダミンシロップ０．０５％ 日医工ファーマ 8.70

内用薬 4419001Q1104 ｄｌ－クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩

０．０５％１０ｍＬ クロルフェニラミンマレイン酸塩シ
ロップ０．０５％「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 8.70

内用薬 4419002B1033 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

１％１ｇ ポララミン散１％ ＭＳＤ 14.20

内用薬 4419002F1027 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

２ｍｇ１錠 ポララミン錠２ｍｇ ＭＳＤ 5.90

内用薬 4419002F1035 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

２ｍｇ１錠 ネオマレルミン錠２ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 4419002G1030 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

６ｍｇ１錠 ネオマレルミンＴＲ錠 大洋薬品工業 後発品 5.60 H22.6.30まで

内用薬 4419002G1111 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

６ｍｇ１錠 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 4419002Q1028 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

０．０４％１０ｍＬ アニミングシロップ 日新製薬（山形） 後発品 10.20 H22.6.30まで

内用薬 4419002Q1087 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

０．０４％１０ｍＬ ポラジットシロップ０．０４％ 東和薬品 後発品 12.80

内用薬 4419002Q1095 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

０．０４％１０ｍＬ ポララミンシロップ０．０４％ ＭＳＤ 20.60

内用薬 4419002Q1109 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

０．０４％１０ｍＬ マゴチミンシロップ０．０４％ 鶴原製薬 後発品 10.20

内用薬 4419002Q1117 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

０．０４％１０ｍＬ アニミングシロップ０．０４％ 日新製薬（山形） 後発品 10.20

内用薬 4419002R1031 ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

０．２％１ｇ ポララミンドライシロップ０．２％ 高田製薬 5.70

内用薬 4419003B1011 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩散 6.90 H23.11.11一般名等

内用薬 4419003B1275 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 マレイン酸クロルフェニラミン散１％
「ＮＰ」

ニプロファーマ 7.20

内用薬 4419003B1283 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 ビスミラー散１％ 扶桑薬品工業 8.40

内用薬 4419003B1291 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩散
１％「日医工」

日医工 7.20

内用薬 4419003B1305 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 アレルギン散１％ 第一三共 8.40

内用薬 4419003B1313 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 ネオレスタミンコーワ散１％ 興和 8.40

内用薬 4419003B1321 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｇ 局 ヒスタール散１％ ザイダスファーマ 7.20

内用薬 4419003F1013 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

２ｍｇ１錠 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 8.50 H23.11.11一般名等

内用薬 4419003F2010 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

４ｍｇ１錠 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 8.50 H23.11.11一般名等

内用薬 4419003X1019 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１ｇ 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩 29.20 H23.11.11一般名等

内用薬 4419005B1045 塩酸シプロヘプタジン １％１ｇ ペリアクチン散１％ 日医工 7.70
内用薬 4419005F1047 塩酸シプロヘプタジン ４ｍｇ１錠 ペリアクチン錠４ｍｇ 日医工 6.00
内用薬 4419005Q1072 塩酸シプロヘプタジン ０．０４％１０ｍＬ ペリアクチンシロップ０．０４％ 日医工 18.90
内用薬 4419005Q1080 塩酸シプロヘプタジン ０．０４％１０ｍＬ シプロヘプタジン塩酸塩シロップ０．

０４％「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 11.10

内用薬 4419006F1165 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 パルファード錠「イセイ」 イセイ 後発品 5.40 H22.6.30まで

内用薬 4419006F1190 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 ベラホルテン 鶴原製薬 後発品 5.40 H22.6.30まで

内用薬 4419006F1351 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 ホモクリシン錠１０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.40

内用薬 4419006F1360 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 ヒスタリジン錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 4419006F1378 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 ホモクロミン錠１０ｍｇ エーザイ 6.90

内用薬 4419006F1386 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍ
ｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 4419006F1394 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 パルファード錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.40

内用薬 4419006F1408 塩酸ホモクロルシクリジ
ン

１０ｍｇ１錠 ベラホルテン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 4419008B1073 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ タベジール散０．１％ ノバルティス
ファーマ

10.20

内用薬 4419008B2070 フマル酸クレマスチン １％１ｇ タベジール散１％ ノバルティス
ファーマ

87.10

内用薬 4419008F1318 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 マレルミンＦ錠 大洋薬品工業 後発品 5.00 H23.3.31まで
内用薬 4419008F1407 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 マルスチン錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 4419008F1415 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 インベスタン錠１ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.00
内用薬 4419008F1423 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 キソラミン錠１ｍｇ 陽進堂 後発品 5.00
内用薬 4419008F1431 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 タベジール錠１ｍｇ ノバルティス

ファーマ
8.90

内用薬 4419008F1440 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 テルギンＧ錠１ｍｇ 高田製薬 後発品 5.00
内用薬 4419008F1458 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 ベナンジール錠１ｍｇ イセイ 後発品 5.00
内用薬 4419008F1466 フマル酸クレマスチン １ｍｇ１錠 クレマスチン錠１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.00 H22.5.28収載

内用薬 4419008Q1122 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ マレルミンＦシロップ 大洋薬品工業 後発品 13.70 H23.3.31まで
内用薬 4419008Q1130 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ マスレチンシロップ０．０１％ シオエ製薬 後発品 13.70
内用薬 4419008Q1157 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ タベジールシロップ０．０１％ ノバルティス

ファーマ
34.40

内用薬 4419008Q1165 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ インベスタンシロップ０．０１％ 日医工ファーマ 後発品 18.90
内用薬 4419008Q1181 フマル酸クレマスチン ０．０１％１０ｍＬ クレマスチンシロップ０．０１％「タ

イヨー」
大洋薬品工業 後発品 13.70 H22.5.28収載

内用薬 4419008R1020 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ インベスタンドライシロップ（０．
１％）

日医工ファーマ 後発品 9.30

内用薬 4419008R1039 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ クレマニルドライシロップ サンド 後発品 6.20 H22.6.30まで
内用薬 4419008R1047 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ クレ・ママレット 昭和薬品化工 後発品 9.30 H22.6.30まで
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内用薬 4419008R1080 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ テルギンＧドライシロップ０．１％ 高田製薬 後発品 11.60

内用薬 4419008R1098 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ クレマニルドライシロップ０．１％ サンド 後発品 6.20

内用薬 4419008R1101 フマル酸クレマスチン ０．１％１ｇ クレ・ママレットドライシロップ０．
１％

昭和薬品化工 後発品 9.30

内用薬 4420001F1058 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 リドーラ錠３ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

103.90

内用薬 4420001F1066 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 グレリース錠３ｍｇ ダイト 後発品 52.50

内用薬 4420001F1074 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 リザスト錠３ｍｇ メディサ新薬 後発品 42.70

内用薬 4420002F1036 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシラント錠１００ 小林化工 後発品 40.10

内用薬 4420002F1052 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシレート錠１００ 日医工 後発品 29.20

内用薬 4420002F1060 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブリマーニ錠１００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 24.40 H23.3.31まで

内用薬 4420002F1087 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ラルビル錠１００ 大洋薬品工業 後発品 29.20 H24.3.31まで

内用薬 4420002F1109 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 レマルク錠１００ 大正薬品工業 後発品 25.80
内用薬 4420002F1117 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 リマチル錠１００ｍｇ 参天製薬 74.90
内用薬 4420002F1125 ブシラミン １００ｍｇ１錠 局 ブシラミン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 30.60
内用薬 4420002F2032 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシレート錠５０ 日医工 後発品 22.50
内用薬 4420002F2059 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 リマチル錠５０ｍｇ 参天製薬 44.70
内用薬 4420002F2067 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシラミン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 21.50
内用薬 4420002F2075 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 レマルク錠５０ 大正薬品工業 後発品 21.30

内用薬 4420002F2083 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 局 ブシラント錠５０ 小林化工 後発品 28.20 H23.11.28収載

内用薬 4490001C1056 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１０％１ｇ インタール細粒１０％ サノフィ・アベン
ティス

106.80

内用薬 4490001C1064 クロモグリク酸ナトリウ １０％１ｇ プレント細粒１０％ 辰巳化学 後発品 35.40
内用薬 4490001C1072 クロモグリク酸ナトリウ １０％１ｇ アレルナート細粒１０％ ビオメディクス 後発品 38.70
内用薬 4490002C1018 トラニラスト １０％１ｇ トラニラスト１０％細粒 後発品 8.60
内用薬 4490002C1123 トラニラスト １０％１ｇ リザベン細粒１０％ キッセイ薬品工業 60.20
内用薬 4490002C1131 トラニラスト １０％１ｇ トピアス細粒１０％ 日医工ファーマ 後発品 15.20 H23.3.31まで
内用薬 4490002M1013 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル トラニラスト１００ｍｇカプセル 後発品 8.30
内用薬 4490002M1315 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル リザベンカプセル１００ｍｇ キッセイ薬品工業 57.40
内用薬 4490002M1366 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル テイブロックカプセル１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 13.50 H23.3.31まで
内用薬 4490002R1010 トラニラスト ５％１ｇ トラニラスト５％シロップ用 後発品 9.60
内用薬 4490002R1142 トラニラスト ５％１ｇ リザベンドライシロップ５％ キッセイ薬品工業 61.20
内用薬 4490002R1177 トラニラスト ５％１ｇ トラニラストＤＳ５％小児用「日医

工」
日医工 後発品 15.00 H23.3.31まで

内用薬 4490003F1027 ケトチフェンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 フマル酸ケトチフェン錠１ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

サンノーバ 後発品 14.10

内用薬 4490003M1018 ケトチフェンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル ケトチフェンフマル酸塩１ｍｇカプセ
ル

後発品 5.60 H23.11.11一般名等

内用薬 4490003M1263 ケトチフェンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル ザジテンカプセル１ｍｇ ノバルティス
ファーマ

63.00

内用薬 4490003Q1036 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ スプデルシロップ 東和薬品 後発品 6.40 H22.6.30まで
内用薬 4490003Q1095 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ サルジメンシロップ０．０２％ 辰巳化学 後発品 6.40
内用薬 4490003Q1109 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ジキリオンシロップ０．０２％ 日医工ファーマ 後発品 23.40
内用薬 4490003Q1117 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ セキトンシロップ０．０２％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.40

内用薬 4490003Q1125 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ザジテンシロップ０．０２％ ノバルティス
ファーマ

23.40

内用薬 4490003Q1133 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ケトチフェンシロップ０．０２％「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.40

内用薬 4490003Q1141 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ケトチフェンシロップ０．０２％「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 6.40

内用薬 4490003Q1150 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ スプデルシロップ小児用０．０２％ 東和薬品 後発品 6.40
内用薬 4490003Q2040 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ ジキリオン内服液０．０２％ 日医工ファーマ 後発品 15.10 H23.3.31まで
内用薬 4490003R1015 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ケトチフェンフマル酸塩０．１％シ

ロップ用
後発品 10.20 H23.11.11一般名等

内用薬 4490003R1228 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ザジテンドライシロップ０．１％ ノバルティス
ファーマ

82.30

内用薬 4490003R1236 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ サジフェンドライシロップ０．１％ ダイト 後発品 18.70
内用薬 4490004D1020 アゼラスチン塩酸塩 ０．２％１ｇ 局 アゼプチン顆粒０．２％ エーザイ 112.20 H23.4.1局方品

内用薬 4490004F1021 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アゼプチン錠０．５ｍｇ エーザイ 34.90
内用薬 4490004F1048 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ビフェルチン錠０．５ 日医工ファーマ 後発品 5.30 H22.5.28収載

内用薬 4490004F1056 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ラスプジン錠０．５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.30 H22.5.28収載

内用薬 4490004F1064 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アドメッセン錠０．５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.30 H23.6.24収載

内用薬 4490004F1072 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 アストプチン錠０．５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.30 H23.11.28収載

内用薬 4490004F1080 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠
アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.30 H23.11.28収載

内用薬 4490004F2010 アゼラスチン塩酸塩 １ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩１ｍｇ錠 後発品 6.90 H23.11.11一般名等

内用薬 4490004F2028 アゼラスチン塩酸塩 １ｍｇ１錠 アゼプチン錠１ｍｇ エーザイ 45.60
内用薬 4490004M1020 アゼラスチン塩酸塩 １ｍｇ１カプセル 塩酸アゼラスチンカプセル・Ｓ１ 東海カプセル 後発品 5.60 H23.3.31まで
内用薬 4490005F1018 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド３０ｍｇ錠 後発品 7.30
内用薬 4490005F1387 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 セルテクト錠３０ 協和発酵キリン 64.80
内用薬 4490005F1425 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 アデコック錠３０ｍｇ 日本薬品工業 後発品 24.70
内用薬 4490005F1433 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 25.60

内用薬 4490005F1441 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 メクテクト錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 17.40
内用薬 4490005F1492 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 ペペシン錠３０ｍｇ 前田薬品工業 後発品 13.10
内用薬 4490005Q1035 オキサトミド ０．２％１ｍＬ セキタールシロップ０．２％ マイラン製薬 後発品 8.50
内用薬 4490005R1014 オキサトミド ２％１ｇ オキサトミド２％シロップ用 後発品 12.90
内用薬 4490005R1308 オキサトミド ２％１ｇ セルテクトドライシロップ２％ 協和発酵キリン 110.10
内用薬 4490005R1383 オキサトミド ２％１ｇ ペペシンドライシロップ２％ 前田薬品工業 後発品 28.10
内用薬 4490006F1020 アンレキサノクス ２５ｍｇ１錠 局 ソルファ２５ｍｇ錠 武田薬品工業 47.30
内用薬 4490006F2027 アンレキサノクス ５０ｍｇ１錠 局 ソルファ５０ｍｇ錠 武田薬品工業 70.50
内用薬 4490007C1037 レピリナスト １０％１ｇ ロメット細粒小児用１０％ 田辺三菱製薬 97.40

内用薬 4490007F1033 レピリナスト １５０ｍｇ１錠 ロメット錠１５０ｍｇ 田辺三菱製薬 104.40

内用薬 4490009M1040 タザノラスト ７５ｍｇ１カプセル タザレストカプセル７５ｍｇ わかもと製薬 62.20 H24.3.31まで

内用薬 4490010N1021 イブジラスト １０ｍｇ１カプセル ケタスカプセル１０ｍｇ 杏林製薬 27.80

内用薬 4490010N1048 イブジラスト １０ｍｇ１カプセル ピナトスカプセル１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 11.20
内用薬 4490011F1021 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 アレギサール錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 95.30
内用薬 4490011F1030 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 ペミラストン錠１０ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
75.00

内用薬 4490011F1048 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 アルジキサール錠１０ 大洋薬品工業 後発品 45.30
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