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内用薬 2343001X1045 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 ※ 合成ケイ酸アルミニウム（小堺） 小堺製薬 22.50
内用薬 2343001X1053 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム「三恵」 三恵薬品 22.50
内用薬 2343001X1088 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム　シオエ シオエ製薬 24.40
内用薬 2343001X1118 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 ※ 合成ケイ酸アルミニウム（山善） 山善製薬 24.40
内用薬 2343001X1134 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 アルミワイス マイラン製薬 24.40
内用薬 2343001X1185 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム「ヨシダ」 吉田製薬 23.60
内用薬 2343001X1223 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム「ニッコー」 日興製薬 23.60
内用薬 2343001X1231 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 合成ケイ酸アルミニウム原末「マルイ

シ」
丸石製薬 24.40

内用薬 2343002X1015 天然ケイ酸アルミニウム １０ｇ 局 天然ケイ酸アルミニウム 11.50
内用薬 2343005C1017 乾燥水酸化アルミニウム

ゲル
１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒 6.90

内用薬 2343005C1114 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ヒ
シヤマ」

ニプロファーマ 7.20

内用薬 2343005C1149 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 ドライ・ゲル細粒 シオエ製薬 8.30

内用薬 2343005C1165 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 「ヨシダ」ゲル細粒 吉田製薬 8.30

内用薬 2343005C1173 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 ※ アルミゲル細粒９９％（中外） 中外製薬 8.30

内用薬 2343005X1019 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル 6.90

内用薬 2343005X1078 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル「ニッ
コー」

日興製薬 7.50

内用薬 2343005X1108 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル

１ｇ 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル原末「マ
ルイシ」

丸石製薬 7.20

内用薬 2343006B1024 合成ヒドロタルサイト ９８％１ｇ サモールＮ マイラン製薬 後発品 6.20
内用薬 2343006B1032 合成ヒドロタルサイト ９８％１ｇ サモール散９８％ マイラン製薬 後発品 6.20
内用薬 2343007C1024 メタケイ酸アルミン酸マ

グネシウム
１ｇ スピーゲル 扶桑薬品工業 6.20

内用薬 2343007C1040 メタケイ酸アルミン酸マ
グネシウム

１ｇ メタスタミン 丸石製薬 後発品 6.20

内用薬 2344001X1018 ケイ酸マグネシウム １０ｇ 局 ケイ酸マグネシウム 6.90
内用薬 2344002X1012 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム 6.90
内用薬 2344002X1055 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 健栄製薬 14.70
内用薬 2344002X1063 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（小堺） 小堺製薬 14.70
内用薬 2344002X1071 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「三恵」 三恵薬品 10.70
内用薬 2344002X1080 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム　シオエ シオエ製薬 11.40
内用薬 2344002X1098 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 13.10
内用薬 2344002X1101 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（東海製薬） 東海製薬 10.20
内用薬 2344002X1128 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「メタル」 中北薬品 10.20
内用薬 2344002X1136 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム「ホエイ」 マイラン製薬 12.10
内用薬 2344002X1144 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（丸石） 丸石製薬 14.70
内用薬 2344002X1179 酸化マグネシウム １０ｇ 局 ※ 酸化マグネシウム（山善） 山善製薬 11.40
内用薬 2344002X1187 酸化マグネシウム １０ｇ 局 「純生」軽カマ 純生薬品工業 12.10
内用薬 2344002X1217 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「ニッコー」 日興製薬 9.40
内用薬 2344002X1241 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重カマ「ヨシダ」 吉田製薬 14.70
内用薬 2344002X1250 酸化マグネシウム １０ｇ 局 「純生」重カマ 純生薬品工業 12.10
内用薬 2344002X1276 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質カマグＧ「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 14.70
内用薬 2344002X1284 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重カマ「ヤクハン」 ヤクハン製薬 11.10
内用薬 2344002X1292 酸化マグネシウム １０ｇ 局 重質酸化マグネシウム．ＯＩ 日医工ファーマ 11.10
内用薬 2344002X1314 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム「ＪＧ」 日本ジェネリック 10.50
内用薬 2344002X1322 酸化マグネシウム １０ｇ 局 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 丸石製薬 14.70
内用薬 2344003F1020 水酸化マグネシウム ３５０ｍｇ１錠 ミルマグ錠 エムジーファーマ 5.70
内用薬 2344003F1038 水酸化マグネシウム ３５０ｍｇ１錠 ミルマグ錠３５０ｍｇ エムジーファーマ 5.70
内用薬 2344003S1028 水酸化マグネシウム ７％１０ｍＬ ミルマグ エムジーファーマ 19.10
内用薬 2344003S2024 水酸化マグネシウム ７．２％１０ｍＬ ミルマグ内用懸濁液７．２％ エムジーファーマ 19.10
内用薬 2344004X1011 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム 7.20
内用薬 2344004X1100 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム「三恵」 三恵薬品 7.80
内用薬 2344004X1119 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム　シオエ シオエ製薬 8.90
内用薬 2344004X1151 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム「タイセイ」 大成薬品工業 7.40
内用薬 2344004X1178 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム〈ハチ〉 東洋製薬化成 7.80
内用薬 2344004X1224 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 重曹「ホエイ」 マイラン製薬 7.80
内用薬 2344004X1305 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 重曹「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 7.80
内用薬 2344004X1402 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 局 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 吉田製薬 9.20
内用薬 2344005F1045 炭酸水素ナトリウム ５００ｍｇ１錠 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 5.60
内用薬 2344006X1010 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム 9.20
内用薬 2344006X1053 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム「ケンエー」 健栄製薬 13.30
内用薬 2344006X1070 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 「純生」炭マ 純生薬品工業 12.10
内用薬 2344006X1134 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 ※ 炭酸マグネシウム（山善） 山善製薬 12.10
内用薬 2344006X1169 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 炭酸マグネシウム「ニッコー」 日興製薬 12.10
内用薬 2344006X1193 炭酸マグネシウム １０ｇ 局 重質炭酸マグネシウム．ＯＹ 日医工ファーマ 12.10
内用薬 2344007X1015 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム 7.20
内用薬 2344007X1031 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 健栄製薬 9.20
内用薬 2344007X1058 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 ※ 沈降炭酸カルシウム（小堺） 小堺製薬 8.40
内用薬 2344007X1066 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「司生堂」 司生堂製薬 7.60
内用薬 2344007X1082 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 ※ 沈降炭酸カルシウム（山善） 山善製薬 8.40
内用薬 2344007X1104 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム恵美須 恵美須薬品化工 9.20
内用薬 2344007X1155 沈降炭酸カルシウム １０ｇ 局 沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」 吉田製薬 9.20
内用薬 2344008F1022 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠（旭化成） 旭化成ファーマ 後発品 5.70
内用薬 2344008F1049 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠「タイヨー」５００ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2344008F1057 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠「ヨシダ」５００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2344008F1065 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠５００「ＫＮ」 小林化工 後発品 5.60
内用薬 2344008F1081 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ 後発品 5.70
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内用薬 2344008F2029 沈降炭酸カルシウム ２５０ｍｇ１錠 炭カル錠「ヨシダ」２５０ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2344009C1020 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグラックス細粒８３％ 吉田製薬 後発品 14.20
内用薬 2344009F1027 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグラックス錠２５０ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.70
内用薬 2344009F1035 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグミット錠２５０ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.70
内用薬 2344009F1043 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 カイマックス錠２５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2344009F1051 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「Ｔ

Ｘ」
トライックス 後発品 5.60

内用薬 2344009F1060 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 5.70

内用薬 2344009F2023 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグラックス錠３３０ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.70
内用薬 2344009F2031 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグミット錠３３０ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.70
内用薬 2344009F2040 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 カイマックス錠３３０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.70
内用薬 2344009F2058 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「Ｔ

Ｘ」
トライックス 後発品 5.70

内用薬 2344009F2066 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「モチ
ダ」

持田製薬 後発品 5.70

内用薬 2344009F3020 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 マグラックス錠２００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.70
内用薬 2344009F4026 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグラックス錠５００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2344009F4034 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグミット錠５００ｍｇ 協和化学工業 後発品 5.80
内用薬 2344009F5022 酸化マグネシウム ３００ｍｇ１錠 マグラックス錠３００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.70
内用薬 2344009F6029 酸化マグネシウム ４００ｍｇ１錠 マグラックス錠４００ｍｇ 吉田製薬 後発品 5.80
内用薬 2349100X1077 水酸化アルミニウムゲ

ル・水酸化マグネシウム
１０ｍＬ サクロフト内用液 大正薬品工業 後発品 9.90

内用薬 2349100X1085 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ タイメック液 大洋薬品工業 後発品 13.20

内用薬 2349100X1107 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト液 日医工ファーマ 後発品 13.20

内用薬 2349100X1123 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マルファ液 東洋製薬化成 後発品 19.60

内用薬 2349100X1140 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト液Ｕ 日医工ファーマ 後発品 13.20

内用薬 2349100X1158 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ アクアスチン内用液 ビオメディクス 後発品 10.30

内用薬 2349100X1166 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ ディクアノン内用液 日新製薬（山形） 後発品 9.90

内用薬 2349100X1174 水酸化アルミニウムゲ
ル・水酸化マグネシウム

１０ｍＬ アクアスチン配合内用液 ビオメディクス 後発品 10.30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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
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
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
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

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
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 １０ｇ 局 硫酸マグネシウム 7.20
内用薬 2355002X1040 硫酸マグネシウム 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 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 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 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
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
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
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

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

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

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

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
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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 日本ユニバーサル
薬品

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

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

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

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

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 2359102X1021 センナ・センナ実 １ｇ アローゼン ポーラファルマ 8.40
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

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
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
内用薬 2362001F1053 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 レプター錠５０ 日本ジェネリック 後発品 5.60
内用薬 2362001F1061 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルデナシン錠５０ 大洋薬品工業 後発品 5.60
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 ウルデストン錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
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
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 レプター錠１００ 日本ジェネリック 後発品 5.80
内用薬 2362001F2084 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルデナシン錠１００ 大洋薬品工業 後発品 5.80
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 プレコート錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.70
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 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

内用薬 2362001F2181 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルデストン錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 6.30
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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 塩酸オンダンセトロン 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 塩酸オンダンセトロン 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 塩酸オンダンセトロン 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 日本化薬 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
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
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 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
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
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
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 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 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ トライシー細粒 大原薬品工業 後発品 10.00
内用薬 2399006C1122 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ セレキノン細粒２０％ 田辺三菱製薬 33.40
内用薬 2399006C1149 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ ペルキシール細粒２０％ 大正薬品工業 後発品 10.50
内用薬 2399006C1157 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ セエルミート細粒２０％ 鶴原製薬 後発品 7.80
内用薬 2399006C1165 マレイン酸トリメブチン ２０％１ｇ テフメチン細粒２０％ 小林化工 後発品 10.00
内用薬 2399006C1173 マレイン酸トリメブチン 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 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 トライシー錠 大原薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399006F1331 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 セレキノン錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 18.50
内用薬 2399006F1340 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ネプテン錠１００ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 5.90
内用薬 2399006F1358 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ピレマイン錠１００ｍｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 2399006F1366 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 メブコロン錠１００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 2399006F1374 マレイン酸トリメブチン 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 マレイン酸トリメブチン １００ｍｇ１錠 ブチキノン錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
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