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内用薬 2239001R1072 塩酸アンブロキソール １．５％１ｇ 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ 帝人ファーマ 48.90
内用薬 2239001R1080 塩酸アンブロキソール １．５％１ｇ 小児用ムコソレートドライシロップ

１．５％
大正薬品工業 後発品 15.50

内用薬 2239001R1099 塩酸アンブロキソール １．５％１ｇ シンセラキンＤ．Ｓ．小児用１．５％ ニプロジェネファ 後発品 16.30
内用薬 2239001R1102 塩酸アンブロキソール １．５％１ｇ プルスマリンＡドライシロップ小児用

１．５％
高田製薬 後発品 45.90

内用薬 2239001R1110 塩酸アンブロキソール １．５％１ｇ ムコサールドライシロップ１．５％ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

50.80

内用薬 2239001R2028 塩酸アンブロキソール ３％１ｇ プルスマリンＡ３％ＤＳ 高田製薬 後発品 35.40
内用薬 2239001R2044 塩酸アンブロキソール ３％１ｇ ムコソルバンＤＳ３％ 帝人ファーマ 92.80
内用薬 2239001S1015 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ 塩酸アンブロキソール０．７５％液 後発品 5.80
内用薬 2239001S1023 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ ムコソルバン液 帝人ファーマ 28.50
内用薬 2239001S1074 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ 塩酸アンブロキソール内用液０．７

５％「ＰＨ」
キョーリンリメ
ディオ

後発品 6.20

内用薬 2239001S1082 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７
５％「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 6.80

内用薬 2239001S1090 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７
５％「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 6.60

内用薬 2239001S1112 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ ムコソルバン内用液０．７５％ 帝人ファーマ 28.50
内用薬 2239001S1120 塩酸アンブロキソール ０．７５％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩内用液０．７

５％「タナベ」
長生堂製薬 後発品 6.80

内用薬 2239001S2038 塩酸アンブロキソール ０．３％１ｍＬ ブローミィ内服液０．３％ 日医工ファーマ 後発品 10.90
内用薬 2241001X1010 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水 16.30
内用薬 2241001X1053 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水　シオエ シオエ製薬 17.00
内用薬 2241001X1100 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水「マルイシ」 丸石製薬 17.00
内用薬 2241001X1118 キョウニン水 １０ｍＬ 局 ※ キョウニン水（山善） 山善製薬 17.00
内用薬 2241001X1142 キョウニン水 １０ｍＬ 局 キョウニン水「ＪＧ」 日本ジェネリック 17.00
内用薬 2241002B1026 シャゼンソウエキス １ｇ フスタギン末 第一三共 6.20
内用薬 2241002S1026 シャゼンソウエキス １０ｍＬ フスタギン液 第一三共 23.80
内用薬 2241003B1039 オウヒエキス １ｇ ブロチン末６．６％ 第一三共 6.20
内用薬 2241003S1020 オウヒエキス １０ｍＬ サリパラ液 丸石製薬 後発品 20.60
内用薬 2241003S1047 オウヒエキス １０ｍＬ ブロチン液３．３％ 第一三共 24.30
内用薬 2241003S1055 オウヒエキス １０ｍＬ ブロチンシロップ３．３％ 第一三共 24.30
内用薬 2242001B2017 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％ 7.90
内用薬 2242001B2041 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「コトブキ」 寿製薬 8.10
内用薬 2242001B2106 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「タケダ」 武田薬品工業 8.90
内用薬 2242001B2122 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％〈ハチ〉 東洋製薬化成 8.30
内用薬 2242001B2149 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「フソー」 扶桑薬品工業 8.90
内用薬 2242001B2173 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「ホエイ」 マイラン製薬 8.10
内用薬 2242001B2203 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「イワキ」 岩城製薬 8.30
内用薬 2242001B2211 リン酸コデイン １％１ｇ 局 リン酸コデイン散１％「メタル」 中北薬品 9.30
内用薬 2242001B2238 リン酸コデイン １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「シオエ」 シオエ製薬 8.60
内用薬 2242001B2246 リン酸コデイン １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タカタ」 高田製薬 8.10
内用薬 2242001B2254 リン酸コデイン １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タナベ」 田辺三菱製薬工場 8.90
内用薬 2242001B2270 リン酸コデイン １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「マルイシ」 丸石製薬 8.90
内用薬 2242001B2289 リン酸コデイン １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「第一三共」 第一三共 8.90
内用薬 2242001B2300 リン酸コデイン １％１ｇ 局 コデインリン酸塩散１％「タケダ」 武田薬品工業 8.90
内用薬 2242001F1012 リン酸コデイン ５ｍｇ１錠 局 リン酸コデイン錠 10.90
内用薬 2242002B2011 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％ 8.50
内用薬 2242002B2020 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ヒドロコデイン散「イセイ」 イセイ 9.10
内用薬 2242002B2097 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「タケ

ダ」
武田薬品工業 9.10

内用薬 2242002B2100 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％〈ハ
チ〉

東洋製薬化成 9.20
内用薬 2242002B2127 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「フ

ソー」
扶桑薬品工業 9.10

内用薬 2242002B2151 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「ホエ
イ」

マイラン製薬 8.70

内用薬 2242002B2186 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「イワ
キ」

岩城製薬 9.10

内用薬 2242002B2194 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％「メタ
ル」

中北薬品 8.70

内用薬 2242002B2216 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「シ
オエ」

シオエ製薬 9.20

内用薬 2242002B2224 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「タ
カタ」

高田製薬 9.10

内用薬 2242002B2240 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「マ
ルイシ」

丸石製薬 9.10

内用薬 2242002B2259 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「第
一三共」

第一三共 9.20

内用薬 2242002B2267 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「イ
セイ」

イセイ 9.10

内用薬 2242002B2275 リン酸ジヒドロコデイン １％１ｇ 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「タ
ケダ」

武田薬品工業 9.10

内用薬 2249001C1033 塩酸エプラジノン １０％１ｇ レスプレン細粒１０％ 中外製薬 23.30
内用薬 2249001F1030 塩酸エプラジノン ５ｍｇ１錠 レスプレン錠５ｍｇ 中外製薬 5.70
内用薬 2249001F2079 塩酸エプラジノン ２０ｍｇ１錠 レスプレン錠２０ｍｇ 中外製薬 5.70
内用薬 2249001F3032 塩酸エプラジノン ３０ｍｇ１錠 レスプレン錠３０ｍｇ 中外製薬 6.90
内用薬 2249002A1029 グアイフェネシン ５０％１ｇ フストジル末 京都薬品工業 7.00
内用薬 2249002F2022 グアイフェネシン １００ｍｇ１錠 フストジル錠 京都薬品工業 後発品 5.70
内用薬 2249003B1037 ヒベンズ酸チペピジン １０％１ｇ アスベリン散１０％ 田辺三菱製薬 11.50
内用薬 2249003F1012 ヒベンズ酸チペピジン １０ｍｇ１錠 局 ヒベンズ酸チペピジン錠 9.60
内用薬 2249003F2019 ヒベンズ酸チペピジン ２０ｍｇ１錠 局 ヒベンズ酸チペピジン錠 9.60
内用薬 2249003Q1048 ヒベンズ酸チペピジン ０．５％１０ｍＬ アスベリンシロップ０．５％ 田辺三菱製薬 20.40
内用薬 2249003Q1056 ヒベンズ酸チペピジン ０．５％１０ｍＬ アスワートシロップ０．５％ 大洋薬品工業 後発品 12.70
内用薬 2249003Q2036 ヒベンズ酸チペピジン ２％１ｍＬ コフデニンＡシロップ「調剤用」 大洋薬品工業 後発品 5.00
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内用薬 2249003Q2044 ヒベンズ酸チペピジン ２％１ｍＬ アスベリンシロップ「調剤用」２％ 田辺三菱製薬 6.70
内用薬 2249003R1043 ヒベンズ酸チペピジン ２％１ｇ アスベリンドライシロップ２％ 田辺三菱製薬 6.70
内用薬 2249102B1022 鎮咳去たん配合剤 １ｇ ※ オピセゾールコデイン散（日医工

ファーマ）
日医工ファーマ 6.60

内用薬 2249103S1027 鎮咳去たん配合剤 １ｍＬ ※ オピセゾールコデイン液（日医工
ファーマ）

日医工ファーマ 3.80

内用薬 2249104S1021 オウヒエキス・リン酸コ
デイン

１ｍＬ 濃厚ブロチンコデイン液 第一三共 4.40

内用薬 2249104S1030 オウヒエキス・リン酸コ
デイン

１ｍＬ サリパラ・コデイン液 丸石製薬 後発品 3.70

内用薬 2249104S1048 オウヒエキス・リン酸コ
デイン

１ｍＬ 濃厚ブロチンコデイン配合シロップ 第一三共 4.40

内用薬 2249105Q1029 ジヒドロコデイン・エ
フェドリン配合剤

１０ｍＬ セキコデシロップ 日医工 26.00

内用薬 2249105Q1037 ジヒドロコデイン・エ
フェドリン配合剤

１０ｍＬ セキコデ配合シロップ 日医工 26.00

内用薬 2249106Q1023 臭化水素酸デキストロメ
トルファン・クレゾール
スルホン酸カリウム

１０ｍＬ メジコンシロップ 塩野義製薬 24.10

内用薬 2249106Q1058 臭化水素酸デキストロメ
トルファン・クレゾール
スルホン酸カリウム

１０ｍＬ メゼックシロップ 大洋薬品工業 後発品 16.60

内用薬 2249106Q1066 臭化水素酸デキストロメ
トルファン・クレゾール
スルホン酸カリウム

１０ｍＬ メジコン配合シロップ 塩野義製薬 24.10

内用薬 2249106Q1074 臭化水素酸デキストロメ
トルファン・クレゾール
スルホン酸カリウム

１０ｍＬ メゼック配合シロップ 大洋薬品工業 後発品 16.60

内用薬 2249107B1025 鎮咳去たん配合剤 １ｇ オピセゾールＡ散 日医工ファーマ 5.90
内用薬 2249107S1025 鎮咳去たん配合剤 １０ｍＬ オピセゾールＡ液 日医工ファーマ 18.90
内用薬 2251001D1053 テオフィリン ２０％１ｇ スロービッド顆粒２０％ サンド 後発品 22.90
内用薬 2251001D1061 テオフィリン ２０％１ｇ テオドール顆粒２０％ 田辺三菱製薬 22.90
内用薬 2251001D2025 テオフィリン ５０％１ｇ テオロング顆粒５０％ エーザイ 後発品 42.10
内用薬 2251001F1038 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオロング錠５０ｍｇ エーザイ 8.50
内用薬 2251001F1046 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオドール錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬 8.20
内用薬 2251001F2026 テオフィリン １００ｍｇ１錠 アーデフィリン錠１００ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2251001F2034 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオスロー錠１００ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2251001F2050 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオロング錠１００ｍｇ エーザイ 13.30
内用薬 2251001F2069 テオフィリン １００ｍｇ１錠 フレムフィリン錠１００ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2251001F2093 テオフィリン １００ｍｇ１錠 チルミン錠１００ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2251001F2107 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テルダン錠１００ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2251001F2115 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオドール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 12.40
内用薬 2251001F2123 テオフィリン １００ｍｇ１錠 セキロイド錠１００ｍｇ 日医工 後発品 5.60
内用薬 2251001F2131 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオスロー錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2251001F2140 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2251001F3022 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオスロー錠２００ 共和薬品工業 後発品 7.00
内用薬 2251001F3049 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオロング錠２００ｍｇ エーザイ 20.50
内用薬 2251001F3057 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 フレムフィリン錠２００ 大正薬品工業 後発品 5.90
内用薬 2251001F3073 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テルダン錠２００ 大洋薬品工業 後発品 7.00
内用薬 2251001F3081 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオドール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬 19.40
内用薬 2251001F3090 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオスロー錠２００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 7.00
内用薬 2251001F3103 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン錠２００ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.90
内用薬 2251001G1025 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ユニコン錠２００ 日医工 19.70
内用薬 2251001G1076 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 大塚製薬 24.50
内用薬 2251001G1084 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフルマートＬ錠２００ｍｇ 東和薬品 後発品 6.90
内用薬 2251001G2013 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 テオフィリン４００ｍｇ徐放錠 後発品 7.90
内用薬 2251001G2021 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ユニコン錠４００ 日医工 30.40
内用薬 2251001G2064 テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ 大塚製薬 39.30
内用薬 2251001G3036 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニコン錠１００ 日医工 10.20
内用薬 2251001G3044 テオフィリン １００ｍｇ１錠 ユニフィルＬＡ錠１００ｍｇ 大塚製薬 15.20
内用薬 2251001G3052 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフルマートＬ錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 6.00
内用薬 2251001M1053 テオフィリン １００ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル１００ｍｇ サンド 後発品 11.90
内用薬 2251001M2041 テオフィリン ２００ｍｇ１カプセル スロービッドカプセル２００ｍｇ サンド 後発品 18.00
内用薬 2251001Q1039 テオフィリン ２％１ｍＬ テオドールシロップ２％ 田辺三菱製薬 11.90
内用薬 2251001R1026 テオフィリン ２０％１ｇ テオドールドライシロップ２０％ 田辺三菱製薬 108.10
内用薬 2251001R1034 テオフィリン ２０％１ｇ アーデフィリンＤＳ２０％ 沢井製薬 後発品 60.50
内用薬 2251001R1042 テオフィリン ２０％１ｇ テオフルマートドライシロップ２０％ 東和薬品 後発品 63.30
内用薬 2251001R1050 テオフィリン ２０％１ｇ ユニコンＣＲドライシロップ２０％ 日医工 後発品 52.80
内用薬 2251001R1069 テオフィリン ２０％１ｇ テルバンスＤＳ２０％ メディサ新薬 後発品 73.70
内用薬 2251001R1077 テオフィリン ２０％１ｇ テルダン小児用ドライシロップ２０％ 大洋薬品工業 後発品 40.90
内用薬 2251001R1085 テオフィリン ２０％１ｇ スロービッドドライシロップ２０％ サンド 後発品 62.00
内用薬 2251001R1107 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリンドライシロップ２０％

「タカタ」
高田製薬 後発品 39.40

内用薬 2251001R1115 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン小児用ドライシロップ２
０％「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 43.00

内用薬 2251001S1028 テオフィリン １０ｍｇ２．５ｍＬ１
筒

アプネカット経口１０ｍｇ 興和 1,157.90
内用薬 2252002F1030 硫酸オルシプレナリン １０ｍｇ１錠 アロテック錠１０ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
7.00

内用薬 2252003C1054 硫酸テルブタリン １％１ｇ コンボン細粒１％ 辰巳化学 後発品 11.30
内用薬 2252003F1077 硫酸テルブタリン ２ｍｇ１錠 コンボン錠２ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2252003F1085 硫酸テルブタリン ２ｍｇ１錠 ブリカニール錠２ｍｇ アストラゼネカ 7.00
内用薬 2252003Q1035 硫酸テルブタリン ０．０５％１ｍＬ ブリカニールシロップ０．５ｍｇ／ｍ

Ｌ
アストラゼネカ 7.10

内用薬 2252006F1046 臭化水素酸フェノテロー
ル

２．５ｍｇ１錠 エミテックス錠 長生堂製薬 後発品 6.00
内用薬 2252006F1062 臭化水素酸フェノテロー

ル
２．５ｍｇ１錠 シオベテック錠２．５ｍｇ シオノケミカル 後発品 6.20
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内用薬 2252006F1070 臭化水素酸フェノテロー
ル

２．５ｍｇ１錠 ベロテック錠２．５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

21.10

内用薬 2252006F1089 臭化水素酸フェノテロー
ル

２．５ｍｇ１錠 ポルボノール錠２．５ｍｇ ローマン工業 後発品 8.50
内用薬 2252006F1097 臭化水素酸フェノテロー

ル
２．５ｍｇ１錠 フェノテロール臭化水素酸塩錠２．５

ｍｇ「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 6.00

内用薬 2252006Q1039 臭化水素酸フェノテロー
ル

０．０５％１ｍＬ エミテックスシロップ 長生堂製薬 後発品 5.50
内用薬 2252006Q1047 臭化水素酸フェノテロー

ル
０．０５％１ｍＬ モンブルトシロップ 日新製薬（山形） 後発品 6.40

内用薬 2252006Q1055 臭化水素酸フェノテロー
ル

０．０５％１ｍＬ ベロテックシロップ０．０５％ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

9.50

内用薬 2252006Q1063 臭化水素酸フェノテロー
ル

０．０５％１ｍＬ フェノテロール臭化水素酸塩シロップ
小児用０．０５％「タナベ」

長生堂製薬 後発品 5.50

内用薬 2252006Q1071 臭化水素酸フェノテロー
ル

０．０５％１ｍＬ モンブルトシロップ０．０５％ 日新製薬（山形） 後発品 6.40
内用薬 2252006R1026 臭化水素酸フェノテロー

ル
０．２５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．２

５％
高田製薬 後発品 34.00

内用薬 2252006R2022 臭化水素酸フェノテロー
ル

０．５％１ｇ ポルボノールドライシロップ０．５％ 高田製薬 後発品 56.70
内用薬 2252006R2030 臭化水素酸フェノテロー

ル
０．５％１ｇ ウガコールドライシロップ０．５％ 大原薬品工業 後発品 40.00

内用薬 2254001F1056 硫酸サルブタモール ２ｍｇ１錠 チボリン錠２ 共和薬品工業 後発品 5.40
内用薬 2254001F1080 硫酸サルブタモール ２ｍｇ１錠 アスタージス錠２ｍｇ 日医工 後発品 5.40
内用薬 2254001F1099 硫酸サルブタモール ２ｍｇ１錠 ベネトリン錠２ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
7.30

内用薬 2254001Q1073 硫酸サルブタモール ０．０４％１ｍＬ ベネトリンシロップ０．０４％ グラクソ・スミス
クライン

5.50

内用薬 2254001R1036 硫酸サルブタモール ０．２％１ｇ レナピリンＤＳ０．２％ 高田製薬 後発品 5.90
内用薬 2254001R2024 硫酸サルブタモール ０．２４％１ｇ チボリンドライシロップ 共和薬品工業 後発品 6.70
内用薬 2259001F1044 塩酸メトキシフェナミン １００ｍｇ１錠 メトキシフェナミン塩酸塩錠１００ｍ

ｇ「トーワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 2259002F1065 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 ホクナリン錠１ｍｇ アボットジャパン 19.00
内用薬 2259002F1073 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 セキナリン錠１ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2259002F1081 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 ツロブテロール塩酸塩錠１ｍｇ「オー

ハラ」
大原薬品工業 後発品 6.10

内用薬 2259002F1090 塩酸ツロブテロール １ｍｇ１錠 ベラチン錠１ｍｇ 田辺三菱製薬 19.00
内用薬 2259002R1061 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ホクナリンドライシロップ０．１％小

児用
アボットジャパン 34.60

内用薬 2259002R1070 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ツロブニストＤＳ０．１％ 高田製薬 後発品 9.50
内用薬 2259002R1088 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ セキナリンＤＳ小児用０．１％ 東和薬品 後発品 9.70
内用薬 2259002R1096 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ツロブテロール塩酸塩ＤＳ０．１％

「オーハラ」
大原薬品工業 後発品 9.70

内用薬 2259002R1100 塩酸ツロブテロール ０．１％１ｇ ベラチンドライシロップ小児用０．
１％

田辺三菱製薬 34.60
内用薬 2259003B1041 塩酸トリメトキノール １％１ｇ イノリン散１％ 田辺三菱製薬 34.50
内用薬 2259003F1124 塩酸トリメトキノール ３ｍｇ１錠 イノリン錠３ｍｇ 田辺三菱製薬 15.30
内用薬 2259003F1132 塩酸トリメトキノール ３ｍｇ１錠 カルヨン錠３ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2259003F1140 塩酸トリメトキノール ３ｍｇ１錠 トスメリアン錠３ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2259003Q1095 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ イノリンシロップ０．１％ 田辺三菱製薬 9.50
内用薬 2259003Q1109 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ カルヨンシロップ０．１％ 辰巳化学 後発品 3.90
内用薬 2259003Q1125 塩酸トリメトキノール ０．１％１ｍＬ トスメリアンシロップ小児用０．１％ 東和薬品 後発品 3.90
内用薬 2259004D1047 塩酸プロカテロール ０．０１％１ｇ メプチン顆粒０．０１％ 大塚製薬 57.30
内用薬 2259004D1055 塩酸プロカテロール ０．０１％１ｇ スタビント顆粒０．０１％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 16.60

内用薬 2259004F1030 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 プロカプチン錠２５ 大正薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2259004F1056 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 ブリージン錠２５μｇ 共和薬品工業 後発品 5.80
内用薬 2259004F1064 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 カプテレノール錠０．０２５ 日医工ファーマ 後発品 5.80
内用薬 2259004F1080 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 マーヨン錠「２５μｇ」 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2259004F1099 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 スタビント錠２５ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.80

内用薬 2259004F1110 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 メプチンミニ錠２５μｇ 大塚製薬 19.80
内用薬 2259004F1129 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 エプカロール錠２５μｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2259004F1137 塩酸プロカテロール ０．０２５ｍｇ１錠 メチレフト錠２５ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 2259004F2010 塩酸プロカテロール ０．０５ｍｇ１錠 塩酸プロカテロール０．０５ｍｇ錠 後発品 6.00
内用薬 2259004F2079 塩酸プロカテロール ０．０５ｍｇ１錠 ブリージン錠５０μｇ 共和薬品工業 後発品 6.90
内用薬 2259004F2095 塩酸プロカテロール ０．０５ｍｇ１錠 スタビント錠５０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 6.90

内用薬 2259004F2168 塩酸プロカテロール ０．０５ｍｇ１錠 メプチン錠５０μｇ 大塚製薬 32.00
内用薬 2259004Q1111 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 大塚製薬 8.80
内用薬 2259004Q1120 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ エプカロールシロップ５μｇ／ｍＬ 東和薬品 後発品 3.80
内用薬 2259004Q1138 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ メチレフトシロップ５μｇ／ｍＬ 沢井製薬 後発品 3.80
内用薬 2259004Q1146 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ プロカプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 大正薬品工業 後発品 3.80
内用薬 2259004Q1154 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ カプテレノールシロップ５μｇ／ｍＬ 日医工ファーマ 後発品 3.80
内用薬 2259004Q1162 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ

／ｍＬ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 3.80

内用薬 2259004Q1170 塩酸プロカテロール ０．０００５％１ｍＬ レンブリスシロップ５μｇ／ｍＬ 日新製薬（山形） 後発品 3.80
内用薬 2259004R1028 塩酸プロカテロール ０．０１％１ｇ エステルチンドライシロップ０．０

１％
高田製薬 後発品 61.80

内用薬 2259004R2024 塩酸プロカテロール ０．００５％１ｇ メプチンドライシロップ０．００５％ 大塚製薬 81.70
内用薬 2259005F1026 フマル酸ホルモテロール ４０μｇ１錠 アトック錠４０μｇ アステラス製薬 20.80
内用薬 2259005R1030 フマル酸ホルモテロール ０．００４％１ｇ アトックドライシロップ４０μｇ アステラス製薬 33.20
内用薬 2259006D1020 塩酸クレンブテロール ０．００２％１ｇ スピロペント顆粒 帝人ファーマ 34.70
内用薬 2259006D1038 塩酸クレンブテロール ０．００２％１ｇ スピロペント顆粒０．００２％ 帝人ファーマ 34.70
内用薬 2259006F1020 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 スピロペント錠 帝人ファーマ 17.30
内用薬 2259006F1055 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 アルバプロール錠 大洋薬品工業 後発品 6.10
内用薬 2259006F1063 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 トニール錠１０μｇ 原沢製薬工業 後発品 6.30
内用薬 2259006F1071 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 クレンブテロール塩酸塩錠１０μｇ

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 6.10

内用薬 2259006F1080 塩酸クレンブテロール １０μｇ１錠 スピロペント錠１０μｇ 帝人ファーマ 17.30
内用薬 2259007F1025 塩酸マブテロール ２５μｇ１錠 ブロンコリン錠２５ 科研製薬 21.80
内用薬 2259007F2030 塩酸マブテロール ５０μｇ１錠 ブロンコリン錠５０ 科研製薬 38.00
内用薬 2259100P1035 塩酸イソプロテレノー

ル・プロナーゼ
１カプセル イソパール・Ｐカプセル 科研製薬 後発品 14.90
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内用薬 2312001X1014 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン 6.90
内用薬 2312001X1057 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン「ケンエー」 健栄製薬 7.40
内用薬 2312001X1065 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン「三恵」 三恵薬品 7.40
内用薬 2312001X1073 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン　シオエ シオエ製薬 8.10
内用薬 2312001X1081 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 「純生」タンナルビン 純生薬品工業 7.40
内用薬 2312001X1090 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン〈ハチ〉 東洋製薬化成 8.10
内用薬 2312001X1138 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 ※ タンニン酸アルブミン（丸石） 丸石製薬 7.60
内用薬 2312001X1162 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 ※ タンニン酸アルブミン（山善） 山善製薬 7.60
内用薬 2312001X1189 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンナルビン「ヨシダ」 吉田製薬 8.30
内用薬 2312001X1235 タンニン酸アルブミン １ｇ 局 タンニン酸アルブミン原末「マルイ

シ」
丸石製薬 7.60

内用薬 2314002F1034 塩化ベルベリン ５０ｍｇ１錠 塩化ベルベリン錠５０ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 後発品 5.80
内用薬 2314002F2022 塩化ベルベリン １００ｍｇ１錠 キョウベリン錠１００ 大峰堂薬品工業 後発品 9.80
内用薬 2315002X1010 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス 8.60
内用薬 2315002X1029 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（岩城） 岩城製薬 9.10
内用薬 2315002X1045 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス．ＯＹ 日医工ファーマ 9.50
内用薬 2315002X1053 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ケンエー」 健栄製薬 10.10
内用薬 2315002X1070 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「三恵」 三恵薬品 9.10
内用薬 2315002X1088 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス　シオエ シオエ製薬 10.10
内用薬 2315002X1096 次硝酸ビスマス １ｇ 局 「純生」硝ビス 純生薬品工業 10.10
内用薬 2315002X1118 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（東海製薬） 東海製薬 10.10
内用薬 2315002X1126 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「メタル」 中北薬品 9.80
内用薬 2315002X1134 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ホエイ」 マイラン製薬 10.30
内用薬 2315002X1215 次硝酸ビスマス １ｇ 局 次硝酸ビスマス「ニッコー」 日興製薬 9.80
内用薬 2315002X1240 次硝酸ビスマス １ｇ 局 硝ビス「ヨシダ」 吉田製薬 10.30
内用薬 2315002X1258 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ビスミット「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 9.50
内用薬 2315002X1266 次硝酸ビスマス １ｇ 局 ※ 次硝酸ビスマス（山善） 山善製薬 10.30
内用薬 2315003X1023 次炭酸ビスマス １ｇ 次炭酸ビスマス「ホエイ」 マイラン製薬 後発品 13.10
内用薬 2316002B1037 耐性乳酸菌 １ｇ エントモール散 長生堂製薬 後発品 6.20
内用薬 2316002B1045 耐性乳酸菌 １ｇ エンテロノン－Ｒ散 味の素 6.20
内用薬 2316003B1023 ビフィズス菌 １ｇ ビオスミン ビオフェルミン製

薬
6.20

内用薬 2316003B1040 ビフィズス菌 １ｇ レベニンＳ散 わかもと製薬 後発品 6.20
内用薬 2316003B1058 ビフィズス菌 １ｇ ビオスミン配合散 ビオフェルミン製

薬
6.20

内用薬 2316004B1028 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ ビオフェルミン製
薬

後発品 6.20

内用薬 2316004B1036 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ散 ビオフェルミン製
薬

後発品 6.20

内用薬 2316004F1020 耐性乳酸菌 １錠 ビオフェルミンＲ錠 ビオフェルミン製
薬

後発品 6.10

内用薬 2316005B1022 カゼイ菌 １ｇ ビオラクチス散 ヤクルト本社 後発品 6.20
内用薬 2316007A1034 ビフィズス菌 １ｇ ビフィダー散２％ 科研製薬 6.20
内用薬 2316009C1026 酪酸菌 １ｇ ミヤＢＭ細粒 ミヤリサン製薬 6.30
内用薬 2316009F1022 酪酸菌 １錠 ミヤＢＭ錠 ミヤリサン製薬 5.70
内用薬 2316010A1028 ビフィズス菌 １ｇ ミルフリーズ－５ 日本凍結乾燥研究

所
6.20

内用薬 2316011X1033 耐性乳酸菌 １ｇ ラクスパン散１．８％ キッセイ薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316012A1051 ラクトミン １ｇ ビオフェルミン ビオフェルミン製

薬
6.20

内用薬 2316012A1060 ラクトミン １ｇ ビオラクト 三恵薬品 6.20
内用薬 2316012A1078 ラクトミン １ｇ フソウラクトミン末 扶桑薬品工業 6.20
内用薬 2316012A1086 ラクトミン １ｇ マルイシラクトミン 丸石製薬 6.20
内用薬 2316012A1094 ラクトミン １ｇ ビフラミン末 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316012A1108 ラクトミン １ｇ ラクトミン「イセイ」 イセイ 後発品 6.20
内用薬 2316012A1116 ラクトミン １ｇ アタバニン散 日東薬品工業 6.20
内用薬 2316012A1124 ラクトミン １ｇ ビオヂアスミンＦ－２散 日東薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316012A1132 ラクトミン １ｇ ビオフェルミン配合散 ビオフェルミン製

薬
6.20

内用薬 2316012A1140 ラクトミン １ｇ ラクトミン散「イセイ」 イセイ 後発品 6.20
内用薬 2316012A1159 ラクトミン １ｇ ラクトミン末「マルイシ」 丸石製薬 6.20
内用薬 2316013B1035 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラクボン散２％ 第一三共 6.20
内用薬 2316014B1030 ビフィズス菌 １％１ｇ ラックビー微粒Ｎ 興和 6.20
内用薬 2316015B1026 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラックメロン「イセイ」 イセイ 後発品 6.20
内用薬 2316015B1034 有胞子性乳酸菌 ２％１ｇ ラックメロン散２％ イセイ 後発品 6.20
内用薬 2316016B1039 耐性乳酸菌 １ｇ レベニン散 わかもと製薬 後発品 6.20
内用薬 2316016M1021 耐性乳酸菌 １カプセル レベニンカプセル わかもと製薬 後発品 5.70
内用薬 2316017B1033 酪酸菌 １ｇ ビオスリー散 東亜薬品工業 6.20
内用薬 2316017B1041 酪酸菌 １ｇ ビオスリー配合散 東亜薬品工業 6.20
内用薬 2316017F1027 酪酸菌 １錠 ビオスリー錠 東亜薬品工業 5.80
内用薬 2316017F1035 酪酸菌 １錠 ビオスリー配合錠 東亜薬品工業 5.80
内用薬 2316018B1038 ビフィズス菌 ２％１ｇ ビフィスゲン散 日東薬品工業 後発品 6.20
内用薬 2316019B1024 耐性乳酸菌 １ｇ ラックビーＲ 興和 後発品 6.20
内用薬 2316019B1040 耐性乳酸菌 １ｇ コレポリーＲ散１０％ 東和薬品 後発品 6.20
内用薬 2316019B1059 耐性乳酸菌 １ｇ ラックビーＲ散 興和 後発品 6.20
内用薬 2316020F1029 ビフィズス菌 １錠 ビオフェルミン錠剤 ビオフェルミン製

薬
後発品 5.90

内用薬 2318001B1037 ジメチコン １０％１ｇ ガスコン散１０％ キッセイ薬品工業 8.50
内用薬 2318001C1032 ジメチコン １０％１ｇ ナイスタール細粒１０％ 日本ユニバーサル

薬品
後発品 6.20

内用薬 2318001F1047 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスオール錠４０ｍｇ「陽進」 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 2318001F1063 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスコン錠４０ｍｇ キッセイ薬品工業 5.90
内用薬 2318001F1187 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスサール錠４０ｍｇ 東和薬品 5.60
内用薬 2318001F1195 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガステール錠４０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2318001F1209 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ポリシロ錠４０ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 5.60

49 / 127 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

内用薬 2318001F1217 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ナイスタール錠４０ｍｇ 日本ユニバーサル
薬品

後発品 5.60

内用薬 2318001F3023 ジメチコン ８０ｍｇ１錠 ガスコン錠８０ｍｇ キッセイ薬品工業 6.30
内用薬 2318001Q1072 ジメチコン ２％１ｍＬ バルギン消泡液 共成製薬 後発品 2.60
内用薬 2318001Q1080 ジメチコン ２％１ｍＬ ガスコンドロップ内用液２％ キッセイ薬品工業 3.90
内用薬 2318001Q1099 ジメチコン ２％１ｍＬ バリトゲン消泡内用液２％ 伏見製薬所 後発品 3.50
内用薬 2318001Q1102 ジメチコン ２％１ｍＬ バロス消泡内用液２％ 堀井薬品工業 後発品 3.90
内用薬 2318001Q1110 ジメチコン ２％１ｍＬ バルギン消泡内用液２％ 共成製薬 後発品 2.60
内用薬 2319001B1026 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペジャスト散 鶴原製薬 後発品 8.60
内用薬 2319001C1080 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペミン小児用細粒０．０５％ ヤンセンファーマ 62.00
内用薬 2319001C1099 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロンバニン小児用細粒０．０５％ 辰巳化学 後発品 18.20
内用薬 2319001C1102 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペミック小児用細粒０．０５％ 小林化工 後発品 16.10
内用薬 2319001C1110 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０

５％「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 15.90

内用薬 2319001C2010 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ 塩酸ロペラミド０．１％細粒 後発品 9.70
内用薬 2319001C2044 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ カグダリン細粒 寿製薬 後発品 16.20
内用薬 2319001C2060 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ロペミン細粒０．１％ ヤンセンファーマ 61.80
内用薬 2319001C2087 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ カグダリン細粒０．１％ 寿製薬 後発品 16.20
内用薬 2319001C3024 塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ ロペラン細粒０．２％ ダイト 後発品 33.00
内用薬 2319001F1044 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロスポリア錠１ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 50.80
内用薬 2319001F1052 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ 後発品 15.80
内用薬 2319001M1019 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル 塩酸ロペラミド１ｍｇカプセル 後発品 8.90
内用薬 2319001M1132 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル カグダリンカプセル 寿製薬 後発品 12.30
内用薬 2319001M1213 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペミンカプセル１ｍｇ ヤンセンファーマ 58.10
内用薬 2319001M1256 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペランカプセル１ｍｇ ダイト 後発品 15.50
内用薬 2319001M1272 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペナカプセル１ｍｇ 堀井薬品工業 後発品 15.10
内用薬 2319001M1310 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル カグダリンカプセル１ｍｇ 寿製薬 後発品 12.30
内用薬 2319001R1032 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ ロペカルド小児用ドライシロップ０．

０５％
シオノケミカル 後発品 26.20

内用薬 2319002X1010 乳酸 １０ｇ 局 乳酸 23.00
内用薬 2319002X1044 乳酸 １０ｇ 局 乳酸「ケンエー」 健栄製薬 24.90
内用薬 2319003X1014 薬用炭 １ｇ 局 薬用炭 8.10
内用薬 2319100F1030 塩化ベルベリン・ゲンノ

ショウコエキス
１錠 フェロミック錠 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2319100F1048 塩化ベルベリン・ゲンノ
ショウコエキス

１錠 リーダイＡ錠 大洋薬品工業 後発品 5.70

内用薬 2319100F1056 塩化ベルベリン・ゲンノ
ショウコエキス

１錠 フェロベリン錠 シェリング・プラ
ウ

8.00

内用薬 2319100F1064 塩化ベルベリン・ゲンノ
ショウコエキス

１錠 フェロベリン配合錠 シェリング・プラ
ウ

8.00

内用薬 2319100F1072 塩化ベルベリン・ゲンノ
ショウコエキス

１錠 フェロミック配合錠 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 2321001D1033 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５％１ｇ キャベジンＵコーワ顆粒２５％ 興和 8.00

内用薬 2321001F1034 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５ｍｇ１錠 チオスペン錠 大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2321001F1042 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５ｍｇ１錠 キャベジンＵコーワ錠２５ｍｇ 興和 5.80

内用薬 2321001F1050 メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

２５ｍｇ１錠 チオスペン錠２５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.40

内用薬 2322001D1090 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ Ｌ－グルタミン顆粒「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 後発品 6.20
内用薬 2322001D1294 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ グルミン顆粒９９％ 協和発酵キリン 6.20
内用薬 2323001C2020 アズレンスルホン酸ナト

リウム
０．４％１ｇ アズノール細粒（０．４％） 日本新薬 11.00

内用薬 2323001C2047 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ ノズレン細粒０．４％ 日本ユニバーサル
薬品

後発品 6.60

内用薬 2323001C3027 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ アズノール細粒（１％） 日本新薬 18.50

内用薬 2323001C3043 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ ノズレン細粒１％ 日本ユニバーサル
薬品

後発品 10.80

内用薬 2323001D3057 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ アテネレン顆粒１％ 鶴原製薬 後発品 6.20

内用薬 2323001D3065 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｇ 水溶性アズレン顆粒１％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 6.20

内用薬 2323001F1217 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 水溶性アズレン錠２ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.00

内用薬 2323001F1225 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 アズノール錠２ｍｇ 日本新薬 7.20

内用薬 2323001F1233 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 水溶性アズレン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 5.00

内用薬 2323001F1241 アズレンスルホン酸ナト
リウム

２ｍｇ１錠 アテネレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.00

内用薬 2323002D1024 エグアレンナトリウム ２．５％１ｇ アズロキサ顆粒 寿製薬 76.90
内用薬 2323002D1032 エグアレンナトリウム ２．５％１ｇ アズロキサ顆粒２．５％ 寿製薬 76.90
内用薬 2325001C1029 シメチジン ２０％１ｇ アルカメット細粒２０％ 長生堂製薬 後発品 6.20
内用薬 2325001C1053 シメチジン ２０％１ｇ タガメット細粒２０％ 大日本住友製薬 24.00
内用薬 2325001C1088 シメチジン ２０％１ｇ チスタメット細粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 2325001C1096 シメチジン ２０％１ｇ チーカプト細粒２０％ 東和薬品 後発品 6.20
内用薬 2325001C1100 シメチジン ２０％１ｇ タカミジン細粒２０％ 高田製薬 後発品 6.20
内用薬 2325001C1118 シメチジン ２０％１ｇ シメチラン細粒２０％ ニプロファーマ 後発品 6.20
内用薬 2325001C1126 シメチジン ２０％１ｇ シメチジン細粒２０％「タナベ」 長生堂製薬 後発品 6.20
内用薬 2325001C2033 シメチジン ４０％１ｇ ストマチジン細粒４０％ 大正薬品工業 後発品 7.60
内用薬 2325001C2084 シメチジン ４０％１ｇ チーカプト細粒４０％ 東和薬品 後発品 7.80
内用薬 2325001C2092 シメチジン ４０％１ｇ カイロック細粒４０％ 藤本製薬 23.10
内用薬 2325001F1041 シメチジン ２００ｍｇ１錠 アルカメット錠２００ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 2325001F1149 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチパール錠２００ 沢井製薬 後発品 5.60
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