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内用薬 2189011F3087 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 リポバトール錠２０ キョーリンリメ
ディオ

後発品 149.30

内用薬 2189012F1020 フルバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 ローコール錠１０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

43.90

内用薬 2189012F1038 フルバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 28.90
内用薬 2189012F1046 フルバスタチンナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 28.90

内用薬 2189012F1054 フルバスタチンナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠１０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 28.90
内用薬 2189012F2026 フルバスタチンナトリウ

ム
２０ｍｇ１錠 ローコール錠２０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
78.00

内用薬 2189012F2034 フルバスタチンナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 55.10
内用薬 2189012F2042 フルバスタチンナトリウ

ム
２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 55.10

内用薬 2189012F2050 フルバスタチンナトリウ
ム

２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 55.10
内用薬 2189012F3022 フルバスタチンナトリウ

ム
３０ｍｇ１錠 ローコール錠３０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
113.30

内用薬 2189012F3030 フルバスタチンナトリウ
ム

３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 80.40
内用薬 2189012F3049 フルバスタチンナトリウ

ム
３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「三和」 シオノケミカル 後発品 80.40

内用薬 2189012F3057 フルバスタチンナトリウ
ム

３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 80.40
内用薬 2189014D2024 コレスチミド ８３％１ｇ コレバインミニ８３％ 田辺三菱製薬 61.20
内用薬 2189014F1029 コレスチミド ５００ｍｇ１錠 コレバイン錠５００ｍｇ 田辺三菱製薬 37.20
内用薬 2189015F1023 アトルバスタチンカルシ

ウム水和物
５ｍｇ１錠 リピトール錠５ｍｇ アステラス製薬 67.10

内用薬 2189015F2020 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物

１０ｍｇ１錠 リピトール錠１０ｍｇ アステラス製薬 128.00

内用薬 2189016F1028 ピタバスタチンカルシウ
ム

１ｍｇ１錠 リバロ錠１ｍｇ 興和 72.00
内用薬 2189016F2024 ピタバスタチンカルシウ

ム
２ｍｇ１錠 リバロ錠２ｍｇ 興和 136.80

内用薬 2189017F1022 ロスバスタチンカルシウ
ム

２．５ｍｇ１錠 クレストール錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 76.40
内用薬 2189017F2029 ロスバスタチンカルシウ

ム
５ｍｇ１錠 クレストール錠５ｍｇ アストラゼネカ 148.10

内用薬 2189018F1027 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 ゼチーア錠１０ｍｇ シェリング・プラ
ウ

223.90

内用薬 2190003F1129 塩酸メクロフェノキサー
ト

１００ｍｇ１錠 ※ メクロサート錠（寿） 寿製薬 後発品 5.50
内用薬 2190003F1170 塩酸メクロフェノキサー

ト
１００ｍｇ１錠 ルシドリール錠１００ｍｇ 共和薬品工業 11.10

内用薬 2190004F1026 ガンマーアミノ酪酸 ２５０ｍｇ１錠 ガンマロン錠 第一三共 6.20
内用薬 2190004F1034 ガンマーアミノ酪酸 ２５０ｍｇ１錠 ガンマロン錠２５０ｍｇ 第一三共 6.20
内用薬 2190005C1032 酒石酸イフェンプロジル ４％１ｇ リンブレーン細粒 辰巳化学 後発品 9.70
内用薬 2190005C1040 酒石酸イフェンプロジル ４％１ｇ セロクラール細粒４％ サノフィ・アベン

ティス
30.70

内用薬 2190005C1059 酒石酸イフェンプロジル ４％１ｇ リンブレーン細粒４％ 辰巳化学 後発品 9.70
内用薬 2190005F1020 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 アポノール錠１０ あすか製薬 後発品 5.60
内用薬 2190005F1098 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 セリミック錠 ナガセ医薬品 後発品 5.40
内用薬 2190005F1187 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 ヨウアジール 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 2190005F1209 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 エンセロン錠１０ｍｇ 日医工 後発品 5.40
内用薬 2190005F1217 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 イブロノール錠１０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 2190005F1225 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 セロクラール錠１０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
9.10

内用薬 2190005F1233 酒石酸イフェンプロジル １０ｍｇ１錠 ヨウアジール錠１０ｍｇ 陽進堂 後発品 5.40
内用薬 2190005F2027 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 アポノール錠２０ あすか製薬 後発品 6.60
内用薬 2190005F2043 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 エンセロン錠２０ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2190005F2051 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 セロクラール錠２０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
15.40

内用薬 2190005F2060 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 テクニス錠２０ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2190005F2108 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 フレザニール錠 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2190005F2124 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 リンブレーン錠「２０」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2190005F2140 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 イブロノール錠２０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2190005F2159 酒石酸イフェンプロジル ２０ｍｇ１錠 フレザニール錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2190006C1037 ニコチン酸トコフェロー

ル
４０％１ｇ ユベラＮ細粒４０％ エーザイ 24.20

内用薬 2190006M1083 ニコチン酸トコフェロー
ル

１００ｍｇ１カプセル ニコビタ－Ｅ 日本薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2190006M1121 ニコチン酸トコフェロー

ル
１００ｍｇ１カプセル ＶＥニコチネートカプセル ニプロジェネファ 後発品 5.40

内用薬 2190006M1156 ニコチン酸トコフェロー
ル

１００ｍｇ１カプセル ユベラＮカプセル１００ｍｇ エーザイ 6.20
内用薬 2190006M1164 ニコチン酸トコフェロー

ル
１００ｍｇ１カプセル ニチＥネートカプセル１００ｍｇ 日医工 後発品 5.40

内用薬 2190006M1172 ニコチン酸トコフェロー
ル

１００ｍｇ１カプセル バナールＮカプセル１００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 2190006M1180 ニコチン酸トコフェロー

ル
１００ｍｇ１カプセル ニコビタ－Ｅカプセル１００ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2190006M1199 ニコチン酸トコフェロー
ル

１００ｍｇ１カプセル ＶＥニコチネートカプセル１００ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.40
内用薬 2190006M2071 ニコチン酸トコフェロー

ル
２００ｍｇ１カプセル トコエヌ２００ソフトカプセル 東海カプセル 後発品 5.60

内用薬 2190006M2110 ニコチン酸トコフェロー
ル

２００ｍｇ１カプセル ニコ２００ソフトカプセル 堀井薬品工業 後発品 6.00
内用薬 2190006M2179 ニコチン酸トコフェロー

ル
２００ｍｇ１カプセル ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ エーザイ 11.40

内用薬 2190006M2187 ニコチン酸トコフェロー
ル

２００ｍｇ１カプセル ケントンカプセル２００ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2190006M2195 ニコチン酸トコフェロー

ル
２００ｍｇ１カプセル ＮＥソフトカプセル２００ｍｇ 東洋カプセル 後発品 5.70

内用薬 2190006M2209 ニコチン酸トコフェロー
ル

２００ｍｇ１カプセル トコニジャストカプセル２００ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2190009A1030 ポリスチレンスルホン酸

ナトリウム
１ｇ 局 カリセラム－Ｎａ末 扶桑薬品工業 後発品 15.20

内用薬 2190009A1048 ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム

１ｇ 局 ケイキサレート散 鳥居薬品 22.90

内用薬 2190011M1050 チトクロームＣ １０ｍｇ１カプセル チトレスト 持田製薬 137.20
内用薬 2190016B1035 ポリスチレンスルホン酸

カルシウム
９６．７％１ｇ カリエードプラス散（分包）９６．

７％
東洋製薬化成 後発品 15.70

内用薬 2190016Q1020 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

２０％１ｇ アーガメイトゼリー 三和化学研究所 後発品 4.10

内用薬 2190016Q2026 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

２０％２５ｇ１個 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 三和化学研究所 後発品 104.30

内用薬 2190016R2021 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

９２．５９％１ｇ カリメートドライシロップ９２．５
９％

興和 18.80

内用薬 2190016X1016 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 14.20

内用薬 2190016X1059 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリセラム末 扶桑薬品工業 16.00
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内用薬 2190016X1105 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリメート散 興和 17.70

内用薬 2190016X1113 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 カリエード散 東洋製薬化成 17.70

内用薬 2190016X1121 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

１ｇ 局 ポスカール散 シオエ製薬 16.00

内用薬 2190018F2059 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

１ｍｇ１錠 エポス錠１ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 2190018F2105 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

１ｍｇ１錠 バソラックス錠１ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 2190018F2121 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

１ｍｇ１錠 ヒデルギン舌下錠１ｍｇ ノバルティス
ファーマ

13.90

内用薬 2190018F2130 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

１ｍｇ１錠 エルメサット錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2190018F3039 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

２ｍｇ１錠 エポス錠２ｍｇ 日医工 後発品 5.60

内用薬 2190018F3063 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

２ｍｇ１錠 エルメサット錠２ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2190018F3110 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

２ｍｇ１錠 バソラックス錠２ｍｇ マイラン製薬 後発品 6.30

内用薬 2190018F3136 メシル酸ジヒドロエルゴ
トキシン

２ｍｇ１錠 ヒデルギン錠２ｍｇ ノバルティス
ファーマ

23.80

内用薬 2190021B1087 ニセルゴリン １％１ｇ 局 ウインクルＮ散１％ 大原薬品工業 後発品 21.60
内用薬 2190021B1095 ニセルゴリン １％１ｇ 局 サアミオン散１％ 田辺三菱製薬 80.10
内用薬 2190021C1040 ニセルゴリン １％１ｇ 局 サワチオン細粒１％ 沢井製薬 後発品 22.20
内用薬 2190021F1011 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠 後発品 8.10
内用薬 2190021F1291 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 バソゴリンＳ錠５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 8.70
内用薬 2190021F1305 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ヒルブリンＮ錠５ｍｇ 日医工 後発品 8.70
内用薬 2190021F1348 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サアミオン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 37.30
内用薬 2190021F1356 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サワチオン錠５ｍｇ 沢井製薬 後発品 9.60
内用薬 2190021F1364 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 8.70
内用薬 2190021F1372 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 サルモシン錠５ｍｇ ニプロファーマ 後発品 10.20
内用薬 2190021F1380 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 マリレオンＮ錠５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 9.30
内用薬 2190021F1410 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 局 ソクワール錠５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 9.60
内用薬 2190022F1016 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 メチル硫酸アメジニウム１０ｍｇ錠 後発品 9.40
内用薬 2190022F1024 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 リズミック錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 52.70
内用薬 2190022F1059 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 アメジール錠１０ メディサ新薬 後発品 12.40
内用薬 2190022F1067 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 アメジニン錠１０ｍｇ 日医工 後発品 12.40
内用薬 2190022F1075 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 イピノテック錠１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 16.60
内用薬 2190022F1105 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 ソルムフリン錠１０ 全星薬品工業 後発品 11.70
内用薬 2190022F1113 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 ダイアリード錠１０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 18.80
内用薬 2190022F1121 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 パルセキオン錠１０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 12.80
内用薬 2190022F1156 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 リズマイル錠１０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 11.70
内用薬 2190022F1164 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 リズミラート錠１０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 12.10
内用薬 2190022F1172 メチル硫酸アメジニウム １０ｍｇ１錠 リズメリック錠１０ 小林化工 後発品 11.10
内用薬 2190023F1029 塩酸ロメリジン ５ｍｇ１錠 テラナス錠５ シェリング・プラ

ウ
32.60

内用薬 2190023F1037 塩酸ロメリジン ５ｍｇ１錠 ミグシス錠５ｍｇ ファイザー 32.60
内用薬 2190024C1027 沈降炭酸カルシウム ８３％１ｇ カルタン細粒８３％ マイラン製薬 10.60
内用薬 2190024F1023 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 カルタン錠５００ マイラン製薬 6.30
内用薬 2190024F1031 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 カルタレチン錠５００ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2190024F1040 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三

和」
三和化学研究所 後発品 5.70

内用薬 2190024F2020 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 カルタン錠２５０ マイラン製薬 5.80
内用薬 2190024F2038 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ「三

和」
三和化学研究所 後発品 5.60

内用薬 2190025F1028 塩酸セベラマー ２５０ｍｇ１錠 フォスブロック錠２５０ｍｇ 協和発酵キリン 29.80
内用薬 2190025F1036 塩酸セベラマー ２５０ｍｇ１錠 レナジェル錠２５０ｍｇ 中外製薬 30.10
内用薬 2190026F1022 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 トラクリア錠６２．５ｍｇ アクテリオン

ファーマシュー
ティカルズジャパ
ン

4,370.10

内用薬 2190027G1022 ベラプロストナトリウム ６０μｇ１錠 ケアロードＬＡ錠６０μｇ 東レ 235.90
内用薬 2190027G1030 ベラプロストナトリウム ６０μｇ１錠 ベラサスＬＡ錠６０μｇ 科研製薬 235.90
内用薬 2190028F1021 クエン酸シルデナフィル ２０ｍｇ１錠 レバチオ錠２０ｍｇ ファイザー 1,179.80
内用薬 2190029F1026 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ホスレノールチュアブル錠２５０ｍｇ バイエル薬品 194.10
内用薬 2190029F2022 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 ホスレノールチュアブル錠５００ｍｇ バイエル薬品 284.80
内用薬 2190030F1029 タダラフィル ２０ｍｇ１錠 アドシルカ錠２０ｍｇ 日本イーライリ

リー
1,720.80

内用薬 2190101F1020 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠１番 ファイザー 94.10

内用薬 2190102F1025 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠２番 ファイザー 149.00

内用薬 2190103F1020 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠３番 ファイザー 123.30

内用薬 2190104F1024 アムロジピンベシル酸
塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠４番 ファイザー 178.10

内用薬 2221002B2011 塩酸エフェドリン １０％１ｇ 局 塩酸エフェドリン散１０％ 12.40
内用薬 2221002B2046 塩酸エフェドリン １０％１ｇ 局 「純生」エフェドリン散 純生薬品工業 13.90
内用薬 2221002B2070 塩酸エフェドリン １０％１ｇ 局 塩酸エフェドリン散１０％「ホエイ」 マイラン製薬 16.50
内用薬 2221002B2100 塩酸エフェドリン １０％１ｇ 局 エフェドリン塩酸塩散１０％「マルイ

シ」
丸石製薬 16.00

内用薬 2221002F1017 塩酸エフェドリン ２５ｍｇ１錠 局 塩酸エフェドリン錠 9.60
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内用薬 2221002X1012 塩酸エフェドリン １ｇ 局 塩酸エフェドリン 107.90
内用薬 2221003B2016 ｄｌ－塩酸メチルエフェ

ドリン
１０％１ｇ 局 ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン散１

０％
6.90

内用薬 2221003B2067 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン

１０％１ｇ 局 メチエフ散１０％ 田辺三菱製薬 8.70

内用薬 2221003B2083 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン

１０％１ｇ 局 メチルエフェドリン散１０％「フ
ソー」

扶桑薬品工業 8.50

内用薬 2221003B2113 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン

１０％１ｇ 局 メチルホエドリン散１０％ マイラン製薬 7.20

内用薬 2221003B2156 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン

１０％１ｇ 局 ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン散１
０％「メタル」

中北薬品 8.40

内用薬 2221003B2180 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン

１０％１ｇ 局 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散１
０％「マルイシ」

丸石製薬 7.40

内用薬 2221003X1017 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン

１ｇ 局 ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン 37.40

内用薬 2222001A1012 ノスカピン １ｇ 局 ノスカピン 236.00
内用薬 2223001B1201 臭化水素酸デキストロメ

トルファン
１０％１ｇ シーサール散１０％ 東和薬品 後発品 9.40

内用薬 2223001B1210 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ メジコン散１０％ 塩野義製薬 25.80

内用薬 2223001B1228 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ デキストファン散１０％ ニプロファーマ 後発品 9.40

内用薬 2223001B1236 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ ハイフスタン散１０％ 日医工ファーマ 後発品 9.20

内用薬 2223001B1244 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ メゼック散１０％ 大洋薬品工業 後発品 9.20

内用薬 2223001C1037 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１０％１ｇ アストマリ細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 10.20

内用薬 2223001F2099 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１５ｍｇ１錠 メジコン錠１５ｍｇ 塩野義製薬 5.80

内用薬 2223001F2102 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１５ｍｇ１錠 シーサール錠１５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2223001F2110 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１５ｍｇ１錠 デトメファン錠１５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60

内用薬 2223001F2129 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

１５ｍｇ１錠 アストマリ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2224001C1050 クエン酸ペントキシベリ
ン

１０％１ｇ パトコン細粒１０％ 日本ユニバーサル
薬品

後発品 12.00

内用薬 2224001F1022 クエン酸ペントキシベリ
ン

１０ｍｇ１錠 ガイレス錠「イセイ」 イセイ 後発品 5.40
内用薬 2224001F1049 クエン酸ペントキシベリ

ン
１０ｍｇ１錠 ガイレス錠１０ｍｇ イセイ 後発品 5.40

内用薬 2224001F3025 クエン酸ペントキシベリ
ン

１５ｍｇ１錠 アストマトップ 鶴原製薬 後発品 5.40
内用薬 2224001F3114 クエン酸ペントキシベリ

ン
１５ｍｇ１錠 アストマトップ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 2224001F4021 クエン酸ペントキシベリ
ン

３０ｍｇ１錠 アトミンＳ 長生堂製薬 後発品 5.40
内用薬 2224001F4048 クエン酸ペントキシベリ

ン
３０ｍｇ１錠 ペントキシベリンクエン酸塩錠３０ｍ

ｇ「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 5.40

内用薬 2224001M1064 クエン酸ペントキシベリ
ン

３０ｍｇ１カプセル ペントキシベリンクエン酸塩カプセル
３０ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2224001N1043 クエン酸ペントキシベリ
ン

３０ｍｇ１カプセル トクレススパンスールカプセル３０ｍ
ｇ

大日本住友製薬 11.90
内用薬 2224001Q1031 クエン酸ペントキシベリ

ン
０．２５％１０ｍＬ タカベタンシロップ０．２５％ 高田製薬 後発品 13.40

内用薬 2229001B1051 リン酸ジメモルファン １０％１ｇ アストミン散１０％ アステラス製薬 47.80
内用薬 2229001B1060 リン酸ジメモルファン １０％１ｇ ホフバン散１０％ 辰巳化学 後発品 38.70
内用薬 2229001F1053 リン酸ジメモルファン １０ｍｇ１錠 アストミン錠１０ｍｇ アステラス製薬 5.70
内用薬 2229001F1061 リン酸ジメモルファン １０ｍｇ１錠 ホフバン錠１０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2229001Q1054 リン酸ジメモルファン ０．２５％１ｍＬ アストミンシロップ０．２５％ アステラス製薬 3.80
内用薬 2229001Q1062 リン酸ジメモルファン ０．２５％１ｍＬ ホフバンシロップ０．２５％ 辰巳化学 後発品 2.80
内用薬 2229001R1025 リン酸ジメモルファン ２．５％１ｇ ジメモルミンドライシロップ２．５％ 高田製薬 後発品 13.50
内用薬 2229002D1030 塩酸クロフェダノール ４．１７％１ｇ コルドリン顆粒４．１７％ 日本新薬 27.40
内用薬 2229002F1031 塩酸クロフェダノール １２．５ｍｇ１錠 コルドリン錠１２．５ｍｇ 日本新薬 9.00
内用薬 2229004F1022 塩酸クロペラスチン １０ｍｇ１錠 フスタゾール糖衣錠 田辺三菱製薬 6.00
内用薬 2229004F1030 塩酸クロペラスチン １０ｍｇ１錠 フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.00
内用薬 2229006B1038 フェンジゾ酸クロペラス

チン
１０％１ｇ フスタゾール散１０％ 田辺三菱製薬 20.80

内用薬 2229006F1021 フェンジゾ酸クロペラス
チン

２．５ｍｇ１錠 小児用フスタゾール錠 田辺三菱製薬 6.00

内用薬 2229006F1030 フェンジゾ酸クロペラス
チン

２．５ｍｇ１錠 フスタゾール錠小児用２．５ｍｇ 田辺三菱製薬 6.00

内用薬 2229006Q1022 フェンジゾ酸クロペラス
チン

０．２％１０ｍＬ フスタゾールシロップ 同仁医薬化工 後発品 21.80

内用薬 2229006Q1030 フェンジゾ酸クロペラス
チン

０．２％１０ｍＬ フスタゾールシロップ０．２％ 同仁医薬化工 後発品 21.80

内用薬 2229007F1042 リン酸ベンプロペリン ２０ｍｇ１錠 フラベリック錠２０ｍｇ ファイザー 5.90
内用薬 2229100B1039 鎮咳配合剤 １ｇ クロフェドリンＳ散 キョーリンリメ

ディオ
6.20

内用薬 2229100B1047 鎮咳配合剤 １ｇ ニチコデ散 日医工 後発品 6.30
内用薬 2229100B1098 鎮咳配合剤 １ｇ プラコデ散 小林化工 後発品 6.50
内用薬 2229100B1101 鎮咳配合剤 １ｇ クロフェドリンＳ配合散 キョーリンリメ

ディオ
6.20

内用薬 2229100B1110 鎮咳配合剤 １ｇ ニチコデ配合散 日医工 後発品 6.30
内用薬 2229100B1128 鎮咳配合剤 １ｇ プラコデ配合散 小林化工 後発品 6.50
内用薬 2229101F1027 鎮咳配合剤 １錠 クロフェドリンＳ錠 キョーリンリメ

ディオ
5.40

内用薬 2229101F1035 鎮咳配合剤 １錠 フスコデ錠 アボットジャパン 5.80
内用薬 2229101F1043 鎮咳配合剤 １錠 フスコブロン錠 大洋薬品工業 後発品 5.40
内用薬 2229101F1051 鎮咳配合剤 １錠 クロフェドリンＳ配合錠 キョーリンリメ

ディオ
5.40

内用薬 2229101F1060 鎮咳配合剤 １錠 フスコデ配合錠 アボットジャパン 5.80
内用薬 2229102Q1022 鎮咳配合剤 １ｍＬ クロフェドリンＳシロップ キョーリンリメ

ディオ
3.50
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内用薬 2229102Q1030 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコデシロップ アボットジャパン 3.50
内用薬 2229102Q1049 鎮咳配合剤 １ｍＬ フステンシロップ 同仁医薬化工 3.50
内用薬 2229102Q1057 鎮咳配合剤 １ｍＬ プラコデシロツプ 小林化工 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1065 鎮咳配合剤 １ｍＬ ミゼロンシロップ「イセイ」 イセイ 3.50
内用薬 2229102Q1073 鎮咳配合剤 １ｍＬ ライトゲンシロップＴ 帝人ファーマ 4.00
内用薬 2229102Q1081 鎮咳配合剤 １ｍＬ ムコブロチンシロップ 東和薬品 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1103 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコブロンシロップ 大洋薬品工業 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1111 鎮咳配合剤 １ｍＬ クロフェドリンＳ配合シロップ キョーリンリメ

ディオ
3.50

内用薬 2229102Q1120 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコデ配合シロップ アボットジャパン 3.50
内用薬 2229102Q1138 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコブロン配合シロップ 大洋薬品工業 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1146 鎮咳配合剤 １ｍＬ プラコデ配合シロップ 小林化工 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1154 鎮咳配合剤 １ｍＬ ミゼロン配合シロップ イセイ 3.50
内用薬 2229102Q1162 鎮咳配合剤 １ｍＬ ムコブロチン配合シロップ 東和薬品 後発品 3.50
内用薬 2229102Q1170 鎮咳配合剤 １ｍＬ ライトゲン配合シロップ 帝人ファーマ 4.00
内用薬 2229103Q1027 鎮咳配合剤 １ｍＬ 強力セキールシロップ 日医工ファーマ 2.60
内用薬 2229103Q1035 鎮咳配合剤 １ｍＬ セキール配合シロップ 日医工ファーマ 2.60
内用薬 2229104M1020 ジプロフィリン・メトキ

シフェナミン配合剤
１カプセル アストーマカプセル 日医工 後発品 5.40

内用薬 2229104M1038 ジプロフィリン・メトキ
シフェナミン配合剤

１カプセル アストーマ配合カプセル 日医工 後発品 5.40

内用薬 2229111F1039 ジプロフィリン・ノスカ
ピン配合剤

１錠 アストフィリン錠 サンノーバ 6.10

内用薬 2229111F1047 ジプロフィリン・ノスカ
ピン配合剤

１錠 アストフィリン配合錠 サンノーバ 6.10

内用薬 2229112F1025 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジンＭ錠 マルホ 20.60

内用薬 2229112F1033 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジン配合胃溶錠 マルホ 20.60

内用薬 2229112H2022 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジンＤ錠 マルホ 20.60

内用薬 2229112H2030 プロキシフィリン・エ
フェドリン

１錠 アストモリジン配合腸溶錠 マルホ 20.60

内用薬 2229114F2020 ジプロフィリン・ジヒド
ロコデイン配合剤

１錠 カフコデＮ錠 マイラン製薬 6.40

内用薬 2229114F2039 ジプロフィリン・ジヒド
ロコデイン配合剤

１錠 カフコデＮ配合錠 マイラン製薬 6.40

内用薬 2231001Q1010 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ 13.40
内用薬 2231001Q1036 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ「ケンエー」 健栄製薬 15.30
内用薬 2231001Q1044 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ　シオエ シオエ製薬 15.30
内用薬 2231001Q1060 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ〈ハチ〉 東洋製薬化成 15.60
内用薬 2231001Q1079 セネガシロップ １０ｍＬ 局 セネガシロップ「メタル」 中北薬品 15.30
内用薬 2232001X1011 アンモニア・ウイキョウ

精
１０ｍＬ 局 アンモニア・ウイキョウ精 26.40

内用薬 2232001X1097 アンモニア・ウイキョウ
精

１０ｍＬ 局 アンモニア・ウイキョウ精「マルイ
シ」

丸石製薬 27.00
内用薬 2233001F1137 塩酸Ｌ－エチルシステイ

ン
１００ｍｇ１錠 シスエースＴ 東邦新薬 後発品 5.70

内用薬 2233001F1234 塩酸Ｌ－エチルシステイ
ン

１００ｍｇ１錠 チスタニン糖衣錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 9.80
内用薬 2233002C1054 カルボシステイン ５０％１ｇ Ｃ－チステン細粒５０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2233002C1062 カルボシステイン ５０％１ｇ ムコダイン細粒５０％ 杏林製薬 16.40
内用薬 2233002C1070 カルボシステイン ５０％１ｇ ルボラボン細粒５０％ イセイ 後発品 7.00
内用薬 2233002F1026 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カージリン錠 ナガセ医薬品 後発品 5.60
内用薬 2233002F1174 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコダイン錠２５０ｍｇ 杏林製薬 10.00
内用薬 2233002F1182 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 クインスロン錠２５０ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2233002F1190 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルブタン錠２５０ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.80
内用薬 2233002F1204 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 メチスタ錠２５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2233002F1212 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 サワテン錠２５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2233002F1220 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 シスダイン錠２５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2233002F1239 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコトロン錠２５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2233002F1255 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 シスカルボン錠２５０ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2233002F1263 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ムコチオ錠２５０ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2233002F1271 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 Ｃ－チステン錠２５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2233002F2022 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 ムコダイン錠５００ｍｇ 杏林製薬 18.10
内用薬 2233002F2030 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 メチスタ錠５００ｍｇ 東和薬品 後発品 9.40
内用薬 2233002F2049 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 8.90

内用薬 2233002Q1027 カルボシステイン ５％１ｍＬ Ｃ－チステンシロップ５％ 鶴原製薬 後発品 2.60
内用薬 2233002Q1035 カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコダインシロップ５％ 杏林製薬 6.00
内用薬 2233002Q1043 カルボシステイン ５％１ｍＬ ムコトロンシロップ５％ 大洋薬品工業 後発品 2.60
内用薬 2233002Q1094 カルボシステイン ５％１ｍＬ メチスタシロップ小児用５％ 東和薬品 後発品 2.60
内用薬 2233002R1030 カルボシステイン ３３．３％１ｇ ムコダインＤＳ３３．３％ 杏林製薬 26.60
内用薬 2233002R1049 カルボシステイン ３３．３％１ｇ カルボシステインドライシロップ３

３．３％「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 10.60

内用薬 2233002S1040 カルボシステイン １０％１ｍＬ ムコチオシロップ１０％ 小林化工 後発品 6.40
内用薬 2233003F1187 Ｌ－塩酸メチルシステイ

ン
５０ｍｇ１錠 ペクタイト錠５０ｍｇ キッセイ薬品工業 5.40

内用薬 2233003F1195 Ｌ－塩酸メチルシステイ
ン

５０ｍｇ１錠 Ｍ－チステン錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40
内用薬 2233003F2027 Ｌ－塩酸メチルシステイ

ン
１００ｍｇ１錠 Ｍ－チステン（１００） 鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 2233003F2078 Ｌ－塩酸メチルシステイ
ン

１００ｍｇ１錠 ペクタイト錠１００ｍｇ キッセイ薬品工業 8.20
内用薬 2233003F2086 Ｌ－塩酸メチルシステイ

ン
１００ｍｇ１錠 ゼオチン錠１００ｍｇ トーアエイヨー 後発品 11.90

内用薬 2233004F1025 フドステイン ２００ｍｇ１錠 クリアナール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 12.10
内用薬 2233004F1033 フドステイン ２００ｍｇ１錠 スペリア錠２００ 久光製薬 12.10
内用薬 2233004S1023 フドステイン ８％１ｍＬ クリアナール内用液８％ 同仁医薬化工 11.80
内用薬 2233004S1031 フドステイン ８％１ｍＬ スペリア内用液８％ 久光製薬 11.80
内用薬 2234001C2037 塩酸ブロムヘキシン ２％１ｇ ビソルボン細粒２％ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
21.60

内用薬 2234001F1070 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 コフメジン錠 日新製薬（山形） 後発品 5.00
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内用薬 2234001F1142 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 ビソポロン錠 日医工ファーマ 後発品 5.00
内用薬 2234001F1258 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 塩酸ブロムヘキシン錠「クニヒロ」４

ｍｇ
皇漢堂製薬 後発品 5.00

内用薬 2234001F1266 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 フルペン錠４ｍｇ 沢井製薬 後発品 5.00
内用薬 2234001F1274 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 ルンボン錠４ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.00
内用薬 2234001F1282 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 レベルボン錠４ｍｇ 東和薬品 後発品 5.00
内用薬 2234001F1290 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 ハピスオル錠４ｍｇ イセイ 後発品 5.00
内用薬 2234001F1304 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.00

内用薬 2234001F1312 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 ビソルボン錠４ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

6.00

内用薬 2234001F1320 塩酸ブロムヘキシン ４ｍｇ１錠 ビソポロン錠４ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.00
内用薬 2234001Q1089 塩酸ブロムヘキシン ０．０８％１ｍＬ フルペンシロップ０．０８％ 沢井製薬 後発品 2.00
内用薬 2234001Q1097 塩酸ブロムヘキシン ０．０８％１ｍＬ レベルボンシロップ０．０８％ 東和薬品 後発品 1.40
内用薬 2234001Q1100 塩酸ブロムヘキシン ０．０８％１ｍＬ ハピスオルシロップ０．０８％ イセイ 後発品 1.50
内用薬 2234001Q1119 塩酸ブロムヘキシン ０．０８％１ｍＬ ビソルボンシロップ０．０８％ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
4.20

内用薬 2234001Q2069 塩酸ブロムヘキシン ０．２％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．
２％「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 1.80

内用薬 2239001C1037 塩酸アンブロキソール １．５％１ｇ フストレス細粒１．５％ 大洋薬品工業 後発品 10.20
内用薬 2239001C1045 塩酸アンブロキソール １．５％１ｇ アンブロキソール塩酸塩細粒１．５％

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 10.20

内用薬 2239001C2033 塩酸アンブロキソール ３％１ｇ アンブロン細粒３％ 日本ユニバーサル
薬品

後発品 8.40

内用薬 2239001F1025 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコソルバン錠 帝人ファーマ 21.80
内用薬 2239001F1262 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ポノフェン錠 あすか製薬 後発品 5.70
内用薬 2239001F1335 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコブリン錠１５ｍｇ 龍角散 後発品 5.60
内用薬 2239001F1378 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 セルマキール錠 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2239001F1432 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 塩酸アンブロキソール錠「クニヒロ」

１５ｍｇ
皇漢堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2239001F1440 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ノンタス錠１５ｍｇ 東洋製薬化成 後発品 5.70
内用薬 2239001F1459 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 アントブロン錠１５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2239001F1467 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ

「サワイ」
メディサ新薬 後発品 5.60

内用薬 2239001F1475 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2239001F1483 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 塩酸アンブロキソール錠１５ｍｇ「Ｐ
Ｈ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.60

内用薬 2239001F1491 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 コフノール錠１５ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2239001F1505 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 シンセラキン錠１５ｍｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 2239001F1513 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ソロムコ錠１５ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1521 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 フズレバン錠１５ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2239001F1530 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 アンキソール錠１５ｍｇ わかもと製薬 後発品 5.60
内用薬 2239001F1548 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ダイオリール錠１５ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 5.70
内用薬 2239001F1556 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 プルスマリンＡ錠１５ｍｇ ローマン工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1564 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコソレート錠１５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1572 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ

「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 5.60

内用薬 2239001F1580 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2239001F1599 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 グリンクール錠１５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1602 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 コトブロール錠１５ｍｇ 寿製薬 後発品 5.70
内用薬 2239001F1610 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 バンブロアン錠１５ｍｇ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2239001F1629 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ブローミィ錠１５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 5.70
内用薬 2239001F1637 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコキール錠１５ｍｇ 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2239001F1645 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 コンズール錠１５ｍｇ 原沢製薬工業 後発品 5.60
内用薬 2239001F1653 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコアストマリ錠１５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2239001F1661 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコサール錠１５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
後発品 13.90

内用薬 2239001F1670 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 セルマキール錠１５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.60
内用薬 2239001F1688 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ポノフェン錠１５ｍｇ あすか製薬 後発品 5.70
内用薬 2239001F1696 塩酸アンブロキソール １５ｍｇ１錠 ムコソルバン錠１５ｍｇ 帝人ファーマ 21.80
内用薬 2239001N1020 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ムコソルバンＬカプセル 帝人ファーマ 76.20
内用薬 2239001N1046 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ゼンブロンＬカプセル４５ 全星薬品工業 後発品 41.00
内用薬 2239001N1054 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ムコソレートＬカプセル４５ 大正薬品工業 後発品 41.00
内用薬 2239001N1062 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル アントブロンＬカプセル４５ 東和薬品 後発品 43.90
内用薬 2239001N1070 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル コフノールＬカプセル４５ 日医工 後発品 45.80
内用薬 2239001N1097 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ムコセラムＬカプセル４５ 大洋薬品工業 後発品 32.10
内用薬 2239001N1100 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ポノフェンＳＲカプセル４５ あすか製薬 後発品 53.60
内用薬 2239001N1119 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４

５ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 37.30

内用薬 2239001N1127 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル フズレバンＬカプセル４５ｍｇ 辰巳化学 後発品 36.50
内用薬 2239001N1135 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
76.20

内用薬 2239001N1143 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル
４５ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 32.10

内用薬 2239001N1151 塩酸アンブロキソール ４５ｍｇ１カプセル ムコソルバンＬカプセル４５ｍｇ 帝人ファーマ 76.20
内用薬 2239001Q1026 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ ムコソルバンシロップ 帝人ファーマ 12.50
内用薬 2239001Q1107 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ アントブロンシロップ小児用０．３％ 東和薬品 後発品 5.10
内用薬 2239001Q1115 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩シロップ小児

用０．３％「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1131 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ フズレバンシロップ０．３％ 辰巳化学 後発品 5.10
内用薬 2239001Q1140 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ プルスマリンＡシロップ小児用０．

３％
ローマン工業 後発品 5.10

内用薬 2239001Q1158 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ サイプロールシロップ０．３％ 岩城製薬 後発品 5.10
内用薬 2239001Q1166 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ 帝人ファーマ 12.50
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