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商品CD 商品名 他社品 分類 包装単位 新包装薬価
販売価格
（税込）

販売価格
（税抜）

対薬価率 薬価差益

365 Y7988 マグミット錠２５０ｍｇ 先発品 下剤 PTP100錠 ¥570 ¥486 ¥442 78% ¥128
365 Y7989 マグミット錠３３０ｍｇ 先発品 下剤 PTP100錠 ¥570 ¥476 ¥433 76% ¥137
365 Y7990 マグミット錠５００ｍｇ 先発品 下剤 PTP100錠 ¥570 ¥486 ¥442 78% ¥128
366 Y7220 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「YＤ」 ボノテオ、リカルボン 骨・カルシウム代謝剤 PTP2錠 ¥1,634 ¥1,406 ¥1,278 78% ¥356
366 Y7427 ミルタザピン錠１５ｍｇ「日医工」 リフレックス、レメロン 抗精神病剤 PTP100錠 ¥2,370 ¥2,021 ¥1,837 78% ¥533
366 Y7422 ミルタザピン錠１５ｍｇ「日新」 リフレックス、レメロン 抗精神病剤 PTP100錠 ¥2,370 ¥1,570 ¥1,427 60% ¥943
366 Y6233 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ 先発品 抗菌剤 PTP100錠 ¥4,600 ¥4,600 ¥4,182 91% ¥418
366 Y6792 メキタジン錠３ｍｇ「サワイ」 ゼスラン、ニポラジン 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥570 ¥569 ¥517 91% ¥53
366 Y7525 メコバラミン錠２５０μｇ「YＤ」 メチコバール ビタミン製剤 PTP100錠 ¥570 ¥540 ¥491 86% ¥79
366 Y6793 メコバラミン錠５００μｇ「ＳＷ」 メチコバール ビタミン製剤 PTP100錠 ¥570 ¥569 ¥517 91% ¥53
366 Y6794 メコバラミン錠５００μｇ「ＳＷ」 メチコバール ビタミン製剤 PTP1000錠 ¥5,700 ¥5,687 ¥5,170 91% ¥530
366 Y7526 メコバラミン錠５００μｇ「YＤ」 メチコバール ビタミン製剤 PTP100錠 ¥570 ¥537 ¥488 86% ¥82
367 Y8077 メコバラミン錠５００μｇ「日医工」 メチコバール ビタミン製剤 PTP100錠 ¥570 ¥486 ¥442 78% ¥128
367 Y8080 メコバラミン錠５００μｇ「日医工」 メチコバール ビタミン製剤 PTP1000錠 ¥5,700 ¥4,160 ¥3,782 66% ¥1,918
367 Y8047 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「YＤ」 メマリー 抗認知症剤 PTP56錠 ¥2,906 ¥2,243 ¥2,039 70% ¥867
367 Y8049 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「YＤ」 メマリー 抗認知症剤 PTP56錠 ¥5,152 ¥4,010 ¥3,645 71% ¥1,507
367 Y8045 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「YＤ」 メマリー 抗認知症剤 PTP56錠 ¥1,635 ¥1,252 ¥1,138 70% ¥497
367 Y7758 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ガスモチン 胃腸機能調整剤 PTP100錠 ¥980 ¥800 ¥727 74% ¥253
367 Y7345 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日新」 ガスモチン 胃腸機能調整剤 PTP100錠 ¥980 ¥850 ¥773 79% ¥207
367 Y7759 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ガスモチン 胃腸機能調整剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥770 ¥700 69% ¥310
367 Y7783 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 ガスモチン 胃腸機能調整剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥700 ¥636 63% ¥374
368 Y7625 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ガスモチン 胃腸機能調整剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥956 ¥869 86% ¥141
368 Y7624 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ガスモチン 胃腸機能調整剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥694 ¥631 62% ¥379
368 Y7347 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日新」 ガスモチン 胃腸機能調整剤 PTP500錠 ¥5,050 ¥3,350 ¥3,045 60% ¥2,005
368 Y6806 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「サワイ」 キプレス、シングレア 抗アレルギー剤 PTP28錠 ¥711 ¥672 ¥611 86% ¥100
368 Y7198 モンテルカスト錠１０ｍｇ「YＤ」 キプレス、シングレア 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,310 ¥2,305 ¥2,095 91% ¥215
368 Y6188 モンテルカスト錠１０ｍｇ「サンド」 キプレス、シングレア 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,310 ¥2,280 ¥2,073 90% ¥237
368 Y7016 モンテルカスト錠１０ｍｇ「サンド」 キプレス、シングレア 抗アレルギー剤 PTP140錠 ¥3,234 ¥3,180 ¥2,891 89% ¥343
368 Y7539 モンテルカスト錠１０ｍｇ「日医工」 キプレス、シングレア 抗アレルギー剤 PTP28錠 ¥647 ¥612 ¥556 86% ¥91
368 Y6912 モンテルカスト錠１０ｍｇ「日新」 キプレス、シングレア 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,310 ¥2,198 ¥1,998 86% ¥312
369 Y6913 モンテルカスト錠１０ｍｇ「日新」 キプレス、シングレア 抗アレルギー剤 PTP140錠 ¥3,234 ¥3,077 ¥2,797 86% ¥437
369 Y7015 モンテルカスト錠５ｍｇ「サンド」 キプレス、シングレア 抗アレルギー剤 PTP140錠 ¥2,562 ¥2,559 ¥2,326 91% ¥236
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