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内用薬 2325001F1181 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ストマチジン錠２００ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2325001F1211 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タガメット錠２００ｍｇ 大日本住友製薬 21.90
内用薬 2325001F1238 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ダンスール錠２００ｍｇ 三和化学研究所 後発品 5.70
内用薬 2325001F1343 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠「クニヒロ」２００ｍｇ 皇漢堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1360 シメチジン ２００ｍｇ１錠 カイロック錠２００ 藤本製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1378 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチラン錠２００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 5.70
内用薬 2325001F1386 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ファルジン錠２００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.60

内用薬 2325001F1394 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 5.60
内用薬 2325001F1416 シメチジン ２００ｍｇ１錠 タカミジン錠２００ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1424 シメチジン ２００ｍｇ１錠 イクロール錠２００ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2325001F1432 シメチジン ２００ｍｇ１錠 エスメラルダ錠２００ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2325001F1440 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2325001F1459 シメチジン ２００ｍｇ１錠 チーカプト錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2325001F1467 シメチジン ２００ｍｇ１錠 アルキオーネ錠２００ｍｇ イセイ 後発品 5.60
内用薬 2325001F1475 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シルカーゼット錠２００ｍｇ シオエ製薬 後発品 5.70
内用薬 2325001F1483 シメチジン ２００ｍｇ１錠 チスタメット錠２００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1491 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2325001F1505 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1513 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 5.60
内用薬 2325001F2013 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチジン４００ｍｇ錠 後発品 5.80
内用薬 2325001F2048 シメチジン ４００ｍｇ１錠 タガメット錠４００ｍｇ 大日本住友製薬 33.00
内用薬 2325001F2080 シメチジン ４００ｍｇ１錠 タカミジン錠４００ｍｇ 高田製薬 後発品 7.30
内用薬 2325001F2110 シメチジン ４００ｍｇ１錠 シメチラン錠４００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 7.30
内用薬 2325001S1023 シメチジン ２％１ｍＬ クリエイト内服液２００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 3.10
内用薬 2325002F1011 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 塩酸ラニチジン１５０ｍｇ錠 後発品 6.50
内用薬 2325002F1062 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラニチザン錠１５０ 日医工ファーマ 後発品 12.00
内用薬 2325002F1119 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラデン錠１５０ 沢井製薬 後発品 11.10
内用薬 2325002F1127 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラニザック錠１５０ 東和薬品 後発品 10.10
内用薬 2325002F1160 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラニタック錠１５０ 日医工 後発品 9.10
内用薬 2325002F1186 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ブラウリベラ錠１５０ 陽進堂 後発品 15.40
内用薬 2325002F1194 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ザンタック錠１５０ グラクソ・スミス

クライン
45.00

内用薬 2325002F1216 塩酸ラニチジン １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 14.70
内用薬 2325002F2018 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 塩酸ラニチジン７５ｍｇ錠 後発品 5.60
内用薬 2325002F2026 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ザンタック錠７５ グラクソ・スミス

クライン
28.40

内用薬 2325002F2034 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラニチザン錠７５ 日医工ファーマ 後発品 7.60
内用薬 2325002F2042 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラデン錠７５ 沢井製薬 後発品 7.60
内用薬 2325002F2050 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラニザック錠７５ 東和薬品 後発品 7.00
内用薬 2325002F2085 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラニタック錠７５ 日医工 後発品 7.20
内用薬 2325002F2115 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ブラウリベラ錠７５ 陽進堂 後発品 9.00
内用薬 2325002F2123 塩酸ラニチジン ７５ｍｇ１錠 ラニチジン錠７５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 10.70
内用薬 2325003B1022 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスター散１０％ アステラス製薬 267.30
内用薬 2325003B1030 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガモファー散１０％ 大原薬品工業 後発品 111.40
内用薬 2325003B1049 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスセプト散１０％ メディサ新薬 後発品 127.10
内用薬 2325003B1057 ファモチジン １０％１ｇ 局 ガスドック散１０％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 103.60

内用薬 2325003B1065 ファモチジン １０％１ｇ 局 ファモチジン散１０％「サワイ」 沢井製薬 後発品 111.40
内用薬 2325003B1073 ファモチジン １０％１ｇ 局 ストマルコン散１０％ 大正薬品工業 後発品 83.90
内用薬 2325003B2029 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスター散２％ アステラス製薬 62.50
内用薬 2325003B2037 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガモファー散２％ 大原薬品工業 後発品 21.30
内用薬 2325003B2045 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン細粒２％「サワイ」 沢井製薬 後発品 26.50
内用薬 2325003B2053 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスドック散２％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 22.90

内用薬 2325003B2061 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモスタジン散２％ 東和薬品 後発品 34.00
内用薬 2325003B2070 ファモチジン ２％１ｇ 局 プロゴーギュ散２％ 日医工 後発品 27.00
内用薬 2325003B2088 ファモチジン ２％１ｇ 局 ストマルコン散２％ 大正薬品工業 後発品 17.30
内用薬 2325003B2096 ファモチジン ２％１ｇ 局 ガスセプト散２％ メディサ新薬 後発品 27.40
内用薬 2325003B2100 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「ＫＯＢＡ」 日医工ファーマ 後発品 25.50
内用薬 2325003B2118 ファモチジン ２％１ｇ 局 ファモチジン散２％「アメル」 共和薬品工業 後発品 20.60
内用薬 2325003F1024 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスター錠１０ｍｇ アステラス製薬 31.10
内用薬 2325003F1032 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガモファー錠１０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 9.60
内用薬 2325003F1040 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.40
内用薬 2325003F1059 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 チオスター錠１０ 全星薬品工業 後発品 10.30
内用薬 2325003F1067 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスポート錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 9.80
内用薬 2325003F1075 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスイサン錠１０ ニプロジェネファ 後発品 9.60
内用薬 2325003F1083 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスメット錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 16.30
内用薬 2325003F1091 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスドック錠１０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.60

内用薬 2325003F1105 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモスタジン錠１０ 東和薬品 後発品 18.40
内用薬 2325003F1113 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスリック錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 11.10
内用薬 2325003F1121 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 プロゴーギュ錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 11.50
内用薬 2325003F1148 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠１０ サンノーバ 後発品 16.30
内用薬 2325003F1156 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモガスト錠１０ シオノケミカル 後発品 15.40
内用薬 2325003F1164 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスペラジン錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 10.30
内用薬 2325003F1172 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ガスセプト錠１０ メディサ新薬 後発品 15.70
内用薬 2325003F1199 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 日医工ファーマ 後発品 11.50
内用薬 2325003F1202 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 モミアロン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 9.60
内用薬 2325003F1210 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 9.60
内用薬 2325003F1229 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 9.60
内用薬 2325003F1245 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 9.60
内用薬 2325003F2012 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠 後発品 9.60
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内用薬 2325003F2020 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスター錠２０ｍｇ アステラス製薬 53.90
内用薬 2325003F2039 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガモファー錠２０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 17.70
内用薬 2325003F2055 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０「サワイ」 沢井製薬 後発品 18.50
内用薬 2325003F2063 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 チオスター錠２０ 全星薬品工業 後発品 19.70
内用薬 2325003F2071 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスポート錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 15.80
内用薬 2325003F2098 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスメット錠２０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 38.30
内用薬 2325003F2101 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスドック錠２０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 13.00

内用薬 2325003F2110 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモスタジン錠２０ 東和薬品 後発品 34.20
内用薬 2325003F2128 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスリック錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 19.70
内用薬 2325003F2136 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 プロゴーギュ錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 12.60
内用薬 2325003F2152 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ブロスターＭ錠２０ サンノーバ 後発品 30.00
内用薬 2325003F2160 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモガスト錠２０ シオノケミカル 後発品 30.00
内用薬 2325003F2187 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスペラジン錠２０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 13.00
内用薬 2325003F2195 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ガスセプト錠２０ メディサ新薬 後発品 24.80
内用薬 2325003F2217 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 日医工ファーマ 後発品 15.80
内用薬 2325003F2233 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.10
内用薬 2325003F2241 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 12.30
内用薬 2325003F2250 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 11.10
内用薬 2325003F3035 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠１０ｍｇ アステラス製薬 31.10
内用薬 2325003F3043 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ストマルコンＤ錠１０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 10.10
内用薬 2325003F3051 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスポートＤ錠１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 9.80
内用薬 2325003F3060 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスリックＤ錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 11.10
内用薬 2325003F3078 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガモファーＤ錠１０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 9.50
内用薬 2325003F3086 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモガストＤ錠１０ シオノケミカル 後発品 15.40
内用薬 2325003F3094 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモスタジンＤ錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 18.40
内用薬 2325003F3116 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＫＯＢ

Ａ」
日医工ファーマ 後発品 11.50

内用薬 2325003F3124 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 12.40
内用薬 2325003F3132 ファモチジン １０ｍｇ１錠 クリマーゲンＯＤ錠１０ｍｇ マイラン製薬 後発品 12.80
内用薬 2325003F3140 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 9.60
内用薬 2325003F3159 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ガスメットＤ錠１０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 16.30
内用薬 2325003F3167 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 15.70
内用薬 2325003F3175 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 16.30

内用薬 2325003F3183 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.50
内用薬 2325003F4031 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスターＤ錠２０ｍｇ アステラス製薬 53.90
内用薬 2325003F4040 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスリックＤ錠２０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 19.70
内用薬 2325003F4058 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ストマルコンＤ錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 16.20
内用薬 2325003F4082 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスポートＤ錠２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 15.80
内用薬 2325003F4090 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＫＯＢ

Ａ」
日医工ファーマ 後発品 15.80

内用薬 2325003F4104 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 プロゴーギュＤ錠２０ｍｇ 陽進堂 後発品 12.60
内用薬 2325003F4112 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガモファーＤ錠２０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 17.70
内用薬 2325003F4120 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモガストＤ錠２０ シオノケミカル 後発品 30.00
内用薬 2325003F4139 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモスタジンＤ錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 34.20
内用薬 2325003F4147 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 18.50
内用薬 2325003F4155 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 クリマーゲンＯＤ錠２０ｍｇ マイラン製薬 後発品 24.00
内用薬 2325003F4163 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 15.80
内用薬 2325003F4171 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ガスメットＤ錠２０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 38.30
内用薬 2325003F4180 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 24.80
内用薬 2325003F4198 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥ

Ｃ」
サンノーバ 後発品 30.00

内用薬 2325003F4201 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.60
内用薬 2325004F1029 塩酸ロキサチジンアセ

タート
３７．５ｍｇ１錠 塩酸ロキサチジンアセタート錠３７．

５「ＫＮ」
小林化工 後発品 16.40

内用薬 2325004F2025 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１錠 塩酸ロキサチジンアセタート錠７５
「ＫＮ」

小林化工 後発品 27.70

内用薬 2325004M1028 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局 アルタットカプセル７５ あすか製薬 44.90

内用薬 2325004M1036 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局 アルギスタットカプセル７５ 大洋薬品工業 後発品 29.00

内用薬 2325004M1044 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキサチカプセル７５ 大原薬品工業 後発品 25.20

内用薬 2325004M1052 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキセタートカプセル７５ｍｇ 東和薬品 後発品 31.50

内用薬 2325004M1060 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局 ロキタットカプセル７５ｍｇ 沢井製薬 後発品 28.20

内用薬 2325004M1079 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１カプセル 局 ロザルタットカプセル７５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 32.60

内用薬 2325004M2024 塩酸ロキサチジンアセ
タート

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 アルタットカプセル３７．５ あすか製薬 27.20

内用薬 2325004M2032 塩酸ロキサチジンアセ
タート

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキサチカプセル３７．５ 大原薬品工業 後発品 17.10

内用薬 2325004M2040 塩酸ロキサチジンアセ
タート

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキセタートカプセル３７．５ｍｇ 東和薬品 後発品 18.40

内用薬 2325004M2059 塩酸ロキサチジンアセ
タート

３７．５ｍｇ１カプセ
ル

局 ロキタットカプセル３７．５ｍｇ 沢井製薬 後発品 18.40

内用薬 2325005D1022 ニザチジン １５０ｍｇ１ｇ ニザトリック顆粒１５％ 陽進堂 後発品 19.50
内用薬 2325005F1023 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザトリック錠１５０ｍｇ 陽進堂 後発品 15.00
内用薬 2325005F1031 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 アシノン錠１５０ｍｇ ゼリア新薬工業 43.70
内用薬 2325005F2020 ニザチジン ７５ｍｇ１錠 アシノン錠７５ｍｇ ゼリア新薬工業 27.20
内用薬 2325005M1030 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「ＯＨ

ＡＲＡ」
大原薬品工業 後発品 30.00

内用薬 2325005M1049 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチンカプセル１５０ 沢井製薬 後発品 29.30
内用薬 2325005M1065 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 チザノンカプセル１５０ 大正薬品工業 後発品 20.10
内用薬 2325005M1073 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 アテミノンカプセル１５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 20.60
内用薬 2325005M1081 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ドルセンカプセル１５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 21.00
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内用薬 2325005M1103 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザノンカプセル１５０ 東和薬品 後発品 27.90
内用薬 2325005M1120 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 14.70

内用薬 2325005M1138 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 30.00

内用薬 2325005M1146 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル 局 チザノンカプセル１５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 20.10
内用薬 2325005M2037 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＯＨＡ

ＲＡ」
大原薬品工業 後発品 18.00

内用薬 2325005M2045 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチンカプセル７５ 沢井製薬 後発品 18.00
内用薬 2325005M2053 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザノンカプセル７５ 東和薬品 後発品 18.70
内用薬 2325005M2061 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザトリックカプセル７５ｍｇ 陽進堂 後発品 12.60
内用薬 2325005M2070 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ドルセンカプセル７５ｍｇ 辰巳化学 後発品 12.10
内用薬 2325005M2088 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 12.60

内用薬 2325006F1028 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ストガー錠５ ユーシービージャ
パン

28.10

内用薬 2325006F1036 ラフチジン ５ｍｇ１錠 プロテカジン錠５ 大鵬薬品工業 26.60
内用薬 2325006F2024 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ストガー錠１０ ユーシービージャ

パン
46.80

内用薬 2325006F2032 ラフチジン １０ｍｇ１錠 プロテカジン錠１０ 大鵬薬品工業 45.20
内用薬 2329002C2029 アルジオキサ ２５％１ｇ アスコンプ細粒２５％ 日本ケミファ 後発品 10.60
内用薬 2329002C3025 アルジオキサ ２０％１ｇ アランタＳＰ細粒２０％ キッセイ薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2329002D1044 アルジオキサ １０％１ｇ アラネトリン顆粒１０％ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2329002D1052 アルジオキサ １０％１ｇ アルサ顆粒１０％ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2329002D2040 アルジオキサ ２０％１ｇ アルラント顆粒２０％ 日医工 後発品 5.90
内用薬 2329002D3020 アルジオキサ ２５％１ｇ イサロン顆粒２５％ あすか製薬 後発品 11.40
内用薬 2329002D3039 アルジオキサ ２５％１ｇ アテネントイン顆粒２５％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2329002D3047 アルジオキサ ２５％１ｇ アルキサ顆粒２５ 小林化工 後発品 6.20
内用薬 2329002D4051 アルジオキサ ５０％１ｇ アルキサ顆粒５０ 小林化工 後発品 6.20
内用薬 2329002D4221 アルジオキサ ５０％１ｇ ヨウアネート顆粒 陽進堂 後発品 6.20
内用薬 2329002D4248 アルジオキサ ５０％１ｇ イサロン顆粒５０％ あすか製薬 後発品 20.40
内用薬 2329002D4256 アルジオキサ ５０％１ｇ アスコンプ顆粒５０％ 日本ケミファ 後発品 15.50
内用薬 2329002D4272 アルジオキサ ５０％１ｇ フラマーゲン顆粒５０％ 日医工ファーマ 後発品 6.20
内用薬 2329002D4280 アルジオキサ ５０％１ｇ アテネントイン顆粒５０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2329002D4299 アルジオキサ ５０％１ｇ ヨウアネート顆粒５０％ 陽進堂 後発品 6.20
内用薬 2329002F1037 アルジオキサ ５０ｍｇ１錠 アラネトリン錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 5.00
内用薬 2329002F2114 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アランタＳＦ錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2329002F2122 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルサ錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 2329002F2130 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルキサ錠１００ｍｇ 小林化工 後発品 5.00
内用薬 2329002F2149 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アテネントイン錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.00
内用薬 2329002F2157 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 アルジオキサ錠１００ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.00
内用薬 2329002F2165 アルジオキサ １００ｍｇ１錠 イサロン錠１００ｍｇ あすか製薬 後発品 5.90
内用薬 2329004C1110 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ エルケー細粒 三恵薬品 後発品 13.80
内用薬 2329004C1129 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ ノイエル細粒４０％ 第一三共 24.80
内用薬 2329004C1145 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ ラクマーゼ細粒４０％ 東和薬品 後発品 14.60
内用薬 2329004C1153 塩酸セトラキサート ４０％１ｇ レスラート細粒４０％ 陽進堂 後発品 13.80
内用薬 2329004M1159 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル ラクマーゼカプセル２００ｍｇ 東和薬品 後発品 9.70
内用薬 2329004M1167 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル エルグリルカプセル２００ｍｇ 辰巳化学 後発品 8.90
内用薬 2329004M1175 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル ノイエルカプセル２００ｍｇ 第一三共 14.00
内用薬 2329004M1183 塩酸セトラキサート ２００ｍｇ１カプセル レスラートカプセル２００ｍｇ 陽進堂 後発品 9.30
内用薬 2329005C1042 塩酸ピレンゼピン ５％１ｇ カロデリン細粒５％ 日本ケミファ 後発品 19.00
内用薬 2329005C2022 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ガストシオン細粒１０％ シオノケミカル 後発品 14.70
内用薬 2329005C2073 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ガストロゼピン細粒１０％ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
54.70

内用薬 2329005C2081 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ ランクリック細粒１０％ 東和薬品 後発品 14.30
内用薬 2329005C2090 塩酸ピレンゼピン １０％１ｇ カロデリン細粒１０％ 日本ケミファ 後発品 28.80
内用薬 2329005F1103 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピレンゼール錠２５ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2329005F1189 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 キッカルジン錠２５ｍｇ 高田製薬 後発品 5.60
内用薬 2329005F1197 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ガタンプル錠２５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 2329005F1200 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピン錠２５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2329005F1219 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医

工」
ダイト 後発品 5.70

内用薬 2329005F1227 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ピロデイン錠２５ｍｇ メディサ新薬 後発品 5.70
内用薬 2329005F1235 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ストマゼピン錠２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2329005F1243 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 フォリンゼピン錠２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2329005F1251 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ガストロゼピン錠２５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
14.90

内用薬 2329005F1260 塩酸ピレンゼピン ２５ｍｇ１錠 ランクリック錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2329006C1080 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファニール細粒１０％ 大日本住友製薬 12.70
内用薬 2329006C1098 ゲファルナート １０％１ｇ ゲファルト細粒１０％ ニプロファーマ 後発品 6.20
内用薬 2329006M1115 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファニールソフトカプセル５０ 大日本住友製薬 6.50
内用薬 2329006M1247 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル シバメットカプセル 東邦新薬 後発品 5.40
内用薬 2329006M1336 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ヨウファナート「カプセル」 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 2329006M1344 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファニールカプセル５０ 大日本住友製薬 6.50
内用薬 2329006M1352 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ゲファルナートカプセル５０ｍｇ「ツ

ルハラ」
鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 2329006M1360 ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル ヨウファナートカプセル５０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 2329006M2081 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファニールカプセル１００ 大日本住友製薬 12.80
内用薬 2329006M2090 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファニールソフトカプセル１００ 大日本住友製薬 12.80
内用薬 2329006M2251 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ※ ゲファルナートＳ・１００（日医工） 東海カプセル 後発品 5.70
内用薬 2329006M2260 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファルナートソフトカプセル１００

ｍｇ「ツルハラ」
鶴原製薬 後発品 6.40

内用薬 2329006M2278 ゲファルナート １００ｍｇ１カプセル ゲファルナートソフトカプセル１００
ｍｇ「東海」

東海カプセル 後発品 5.70
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内用薬 2329008C1089 スクラルファート ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2329008C1097 スクラルファート ９０％１ｇ アルサルミン細粒９０％ 中外製薬 6.80
内用薬 2329008C1100 スクラルファート ９０％１ｇ オーネスミン細粒９０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2329008C1119 スクラルファート ９０％１ｇ ツナルミン細粒９０％ 前田薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2329008C1127 スクラルファート ９０％１ｇ スクラルファート細粒９０％「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2329008D1106 スクラルファート ９０％１ｇ ムッテルミン顆粒 共和薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2329008D1157 スクラルファート ９０％１ｇ ビンガスト顆粒９０％ 日医工ファーマ 後発品 6.20
内用薬 2329008D1165 スクラルファート ９０％１ｇ シューアルミン顆粒９０％ サンド 後発品 6.20
内用薬 2329008D1173 スクラルファート ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.20

内用薬 2329008F1026 スクラルファート ２５０ｍｇ１錠 アルサルミン錠 中外製薬 5.90
内用薬 2329008S1067 スクラルファート １０％１ｍＬ アルトサミン液 大洋薬品工業 後発品 3.10
内用薬 2329008S1091 スクラルファート １０％１ｍＬ テイガスト内服液１０％ 日医工ファーマ 後発品 3.10
内用薬 2329008S1105 スクラルファート １０％１ｍＬ アルサルミン内用液１０％ 中外製薬 4.10
内用薬 2329008S1113 スクラルファート １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 3.10

内用薬 2329009C2020 スルピリド １０％１ｇ アビリット細粒１０％ 大日本住友製薬 22.20
内用薬 2329009C2055 スルピリド １０％１ｇ ドグマチール細粒１０％ アステラス製薬 27.00
内用薬 2329009C2063 スルピリド １０％１ｇ ミラドール細粒１０％ バイエル薬品 20.40
内用薬 2329009C2080 スルピリド １０％１ｇ スルピリド細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2329009C3078 スルピリド ５０％１ｇ ドグマチール細粒５０％ アステラス製薬 76.10
内用薬 2329009C3086 スルピリド ５０％１ｇ ミラドール細粒５０％ バイエル薬品 62.20
内用薬 2329009C3108 スルピリド ５０％１ｇ スルピリド細粒５０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 18.80
内用薬 2329009C3116 スルピリド ５０％１ｇ アビリット細粒５０％ 大日本住友製薬 66.20
内用薬 2329009F1047 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 クールスパン錠５０ ニプロファーマ 後発品 6.30
内用薬 2329009F1098 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ（ＴＹＫ） 大正薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2329009F1110 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ドグマチール錠５０ｍｇ アステラス製薬 17.00
内用薬 2329009F1144 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ミラドール錠５０ バイエル薬品 11.50
内用薬 2329009F1152 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2329009F1160 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 ベタマック錠５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 6.30
内用薬 2329009F1179 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 アビリット錠５０ｍｇ 大日本住友製薬 12.60
内用薬 2329009F1187 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 6.30
内用薬 2329009F1195 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 スルピリド錠５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 6.30
内用薬 2329009F1209 スルピリド ５０ｍｇ１錠 局 マーゲノール錠５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.30
内用薬 2329009M1070 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ケイチール 三恵薬品 後発品 6.30
内用薬 2329009M1330 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ヨウマチール「カプセル」 陽進堂 後発品 6.30
内用薬 2329009M1356 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 アビリットカプセル５０ｍｇ 大日本住友製薬 12.50
内用薬 2329009M1364 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 スルピリドカプセル５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 6.30

内用薬 2329009M1372 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ミラドールカプセル５０ｍｇ バイエル薬品 11.10
内用薬 2329009M1380 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ドグマチールカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 17.00
内用薬 2329009M1399 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 マーゲノールカプセル５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 6.30
内用薬 2329009M1402 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ピリカップルカプセル５０ｍｇ イセイ 後発品 6.30
内用薬 2329009M1410 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ケイチールカプセル５０ｍｇ 三恵薬品 後発品 6.30
内用薬 2329009M1429 スルピリド ５０ｍｇ１カプセル 局 ヨウマチールカプセル５０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.30
内用薬 2329010F1031 プログルミド ２００ｍｇ１錠 プロミド錠２００ｍｇ 科研製薬 7.50
内用薬 2329011C1030 ソファルコン １０％１ｇ スコーウエ細粒１０％ 陽進堂 後発品 8.70
内用薬 2329011C1099 ソファルコン １０％１ｇ パランコン細粒１０％ 東和薬品 後発品 9.50
内用薬 2329011C1129 ソファルコン １０％１ｇ トファルコン細粒１０％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 9.50

内用薬 2329011C1137 ソファルコン １０％１ｇ ソルドロン細粒１０％ 沢井製薬 後発品 9.50
内用薬 2329011C1145 ソファルコン １０％１ｇ ラビン細粒１０％ 辰巳化学 後発品 8.70
内用薬 2329011C1153 ソファルコン １０％１ｇ ソファルコン細粒１０％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 8.50
内用薬 2329011C1161 ソファルコン １０％１ｇ セスファルコ細粒１０％ 長生堂製薬 後発品 8.90
内用薬 2329011C1170 ソファルコン １０％１ｇ ソロファール細粒１０％ 小林化工 後発品 9.50
内用薬 2329011C1188 ソファルコン １０％１ｇ ファソレミン細粒１０％ 大正薬品工業 後発品 8.50
内用薬 2329011C2028 ソファルコン ２０％１ｇ ソロン細粒２０％ 大正製薬 28.70
内用薬 2329011C2036 ソファルコン ２０％１ｇ スコーウエ細粒２０％ 陽進堂 後発品 11.50
内用薬 2329011C2044 ソファルコン ２０％１ｇ セスファルコ細粒２０％ 長生堂製薬 後発品 15.80
内用薬 2329011C2052 ソファルコン ２０％１ｇ ソファルコン細粒２０％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 14.40
内用薬 2329011C2060 ソファルコン ２０％１ｇ ソルドロン細粒２０％ 沢井製薬 後発品 15.40
内用薬 2329011C2079 ソファルコン ２０％１ｇ トファルコン細粒２０％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 13.80

内用薬 2329011C2087 ソファルコン ２０％１ｇ パランコン細粒２０％ 東和薬品 後発品 15.40
内用薬 2329011C2095 ソファルコン ２０％１ｇ ラビン細粒２０％ 辰巳化学 後発品 15.00
内用薬 2329011F1028 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソロン錠５０ 大正製薬 8.60
内用薬 2329011F1036 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソルニラート錠５０ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2329011F1044 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ソロファール錠５０ 小林化工 後発品 5.90
内用薬 2329011F1052 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 ラビン錠５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2329011M1035 ソファルコン ５０ｍｇ１カプセル セスファルコ５０カプセル 長生堂製薬 後発品 5.80
内用薬 2329011M2031 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル セスファルコ１００カプセル 長生堂製薬 後発品 10.00
内用薬 2329011M2040 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ソルニラートカプセル１００ 大洋薬品工業 後発品 9.50
内用薬 2329011M2066 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル ソロンカプセル１００ 大正製薬 15.10
内用薬 2329011M2074 ソファルコン １００ｍｇ１カプセル トファルコンカプセル１００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 10.00

内用薬 2329012C1026 テプレノン １０％１ｇ セルベックス細粒１０％ エーザイ 23.70
内用薬 2329012C1042 テプレノン １０％１ｇ アンタゴスチン細粒１０％ 陽進堂 後発品 13.00
内用薬 2329012C1069 テプレノン １０％１ｇ コバルノン細粒 日医工 後発品 12.70
内用薬 2329012C1085 テプレノン １０％１ｇ セフタック細粒１０％ 沢井製薬 後発品 16.30
内用薬 2329012C1093 テプレノン １０％１ｇ セループ細粒１０％ 大洋薬品工業 後発品 13.60
内用薬 2329012C1107 テプレノン １０％１ｇ セルテプノン細粒１０％ 大正薬品工業 後発品 12.10
内用薬 2329012C1220 テプレノン １０％１ｇ デムナロン細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 14.20
内用薬 2329012C1263 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「ＯＨＡＲＡ」 大原薬品工業 後発品 13.60
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内用薬 2329012C1271 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「トーワ」 東和薬品 後発品 13.30
内用薬 2329012C1280 テプレノン １０％１ｇ テルペノン細粒１０％ 共和薬品工業 後発品 13.00
内用薬 2329012C1298 テプレノン １０％１ｇ セルパス細粒１０％ シー・エイチ・

オー新薬
後発品 16.30

内用薬 2329012C1301 テプレノン １０％１ｇ コバルノン細粒１０％ 日医工 後発品 12.70
内用薬 2329012M1021 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セルベックスカプセル５０ｍｇ エーザイ 12.10
内用薬 2329012M1064 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル コバルノンカプセル 日医工 後発品 7.00
内用薬 2329012M1080 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セフタックカプセル５０ 沢井製薬 後発品 8.00
内用薬 2329012M1099 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セループカプセル５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 7.30
内用薬 2329012M1102 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セルテプノンカプセル５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 7.00
内用薬 2329012M1226 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テルペノンカプセル５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.40
内用薬 2329012M1277 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＯＨＡ

ＲＡ」
大原薬品工業 後発品 7.60

内用薬 2329012M1285 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル アンタゴスチンカプセル５０ｍｇ 陽進堂 後発品 6.60
内用薬 2329012M1293 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 8.00

内用薬 2329012M1307 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル セルパスカプセル５０ｍｇ シー・エイチ・
オー新薬

後発品 8.40

内用薬 2329012M1315 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル デムナロンカプセル５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 6.60
内用薬 2329012M1323 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル コバルノンカプセル５０ｍｇ 日医工 後発品 7.00
内用薬 2329014C1033 プラウノトール ８％１ｇ ケルナック細粒８％ 第一三共 21.90
内用薬 2329014M1039 プラウノトール ８０ｍｇ１カプセル ケルナックカプセル８０ｍｇ 第一三共 22.40
内用薬 2329015C1100 トロキシピド ２０％１ｇ アプレース細粒２０％ 杏林製薬 26.00
内用薬 2329015C1119 トロキシピド ２０％１ｇ トロキシン細粒２０％ 大原薬品工業 後発品 12.50
内用薬 2329015F2022 トロキシピド １００ｍｇ１錠 アプレース錠１００ｍｇ 杏林製薬 15.40
内用薬 2329015F2120 トロキシピド １００ｍｇ１錠 トロキシピド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 6.10
内用薬 2329015F2138 トロキシピド １００ｍｇ１錠 トロキシン錠１００ｍｇ 大原薬品工業 後発品 6.10
内用薬 2329019M1040 塩酸ベネキサートベータ

デクス
２００ｍｇ１カプセル ウルグートカプセル２００ｍｇ 塩野義製薬 17.90

内用薬 2329019M1058 塩酸ベネキサートベータ
デクス

２００ｍｇ１カプセル ロンミールカプセル２００ｍｇ ナガセ医薬品 9.50

内用薬 2329020C1012 マレイン酸イルソグラジ
ン

０．８％１ｇ マレイン酸イルソグラジン０．８％細
粒

後発品 20.50
内用薬 2329020C1020 マレイン酸イルソグラジ

ン
０．８％１ｇ ガスロンＮ細粒０．８％ 日本新薬 129.10

内用薬 2329020C1098 マレイン酸イルソグラジ
ン

０．８％１ｇ 局 イルガス細粒０．８％ 日医工 後発品 20.50
内用薬 2329020C1110 マレイン酸イルソグラジ

ン
０．８％１ｇ セレガスロン細粒０．８％ 大洋薬品工業 後発品 30.30

内用薬 2329020F1019 マレイン酸イルソグラジ
ン

２ｍｇ１錠 マレイン酸イルソグラジン２ｍｇ錠 後発品 6.00
内用薬 2329020F1027 マレイン酸イルソグラジ

ン
２ｍｇ１錠 ガスロンＮ錠２ｍｇ 日本新薬 34.80

内用薬 2329020F1035 マレイン酸イルソグラジ
ン

２ｍｇ１錠 セレガスロン錠２ 大洋薬品工業 後発品 10.70
内用薬 2329020F1051 マレイン酸イルソグラジ

ン
２ｍｇ１錠 局 イノマール錠２ 沢井製薬 後発品 6.90

内用薬 2329020F1108 マレイン酸イルソグラジ
ン

２ｍｇ１錠 局 イルガス錠２ｍｇ 日医工 後発品 7.70
内用薬 2329020F2015 マレイン酸イルソグラジ

ン
４ｍｇ１錠 マレイン酸イルソグラジン４ｍｇ錠 後発品 11.50

内用薬 2329020F2023 マレイン酸イルソグラジ
ン

４ｍｇ１錠 ガスロンＮ錠４ｍｇ 日本新薬 71.00
内用薬 2329020F2031 マレイン酸イルソグラジ

ン
４ｍｇ１錠 セレガスロン錠４ 大洋薬品工業 後発品 23.90

内用薬 2329020F2074 マレイン酸イルソグラジ
ン

４ｍｇ１錠 局 イルガス錠４ｍｇ 日医工 後発品 11.50
内用薬 2329020F3020 マレイン酸イルソグラジ

ン
２ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ 日本新薬 34.80

内用薬 2329020F4026 マレイン酸イルソグラジ
ン

４ｍｇ１錠 ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ 日本新薬 71.00
内用薬 2329021D1020 レバミピド ２０％１ｇ ムコスタ顆粒２０％ 大塚製薬 36.30
内用薬 2329021D1039 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 24.70
内用薬 2329021D1047 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 24.70
内用薬 2329021D1055 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「あすか」 あすか製薬 後発品 24.70
内用薬 2329021D1063 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「アメル」 共和薬品工業 後発品 24.70
内用薬 2329021D1071 レバミピド ２０％１ｇ レバミピド顆粒２０％「タカタ」 高田製薬 後発品 24.70
内用薬 2329021F1021 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 ムコスタ錠１００ 大塚製薬 19.30
内用薬 2329021F1030 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 大原薬品工業 後発品 13.10
内用薬 2329021F1048 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＫＲＭ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 12.70

内用薬 2329021F1056 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 13.90
内用薬 2329021F1064 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 12.70
内用薬 2329021F1072 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 後発品 12.40
内用薬 2329021F1080 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「あすか」 あすか製薬 後発品 14.20
内用薬 2329021F1099 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 13.10
内用薬 2329021F1102 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 ムコスタ錠１００ｍｇ 大塚製薬 19.30
内用薬 2329021F1110 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 後発品 11.70
内用薬 2329021F1129 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＫＴＢ」 寿製薬 後発品 11.70
内用薬 2329021F1137 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 11.70
内用薬 2329021F1145 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 11.70
内用薬 2329021F1153 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 11.70
内用薬 2329021F1161 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 11.70
内用薬 2329021F1170 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 11.70
内用薬 2329021F1188 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11.70
内用薬 2329021F1196 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 後発品 11.70
内用薬 2329021F1200 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 11.70
内用薬 2329021F1218 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11.70
内用薬 2329021F1226 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 11.70
内用薬 2329021F1234 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 11.70
内用薬 2329021F1242 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 11.70
内用薬 2329021F2028 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 11.70
内用薬 2329021F2036 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 11.70
内用薬 2329021F2044 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 11.70
内用薬 2329022H1043 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラール錠２０ アストラゼネカ 169.40
内用薬 2329022H1051 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 169.40
内用薬 2329022H1060 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オブランゼ錠２０ 大洋薬品工業 後発品 75.50
内用薬 2329022H1078 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプトロール錠２０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 70.40
内用薬 2329022H1086 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 58.80
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