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関係団体御中

事務連絡
平成 25年 6月21日

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について

標記について、別添のとおり地方厚生(支)局医療課長、都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療
主管課(部)長あて通知したのでお知らせします。



保医発 0621第 1号
平成 25年 6月 21日

殿

地方 厚 生 (支)局医療課長
都道府 県 民 生主管部(局)

国 民 健 康 保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(部)長

厚生労働省保険局医療課長
(公印省略)

使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について

「使用薬剤の薬価(薬価基準)J (平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準J
.という。)及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等J(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)に
ついては、平成25年厚生労働省告示第210号及び第211号をもって改正され、同日付で適
用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審/
査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

ヨい==ロ円

1 薬価基準の一部改正について
(1) 薬事法(昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準へ

の収載希望があった医薬品(内用薬520品目、注射薬82品目及び外用薬113品目)
について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりで
あること。
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2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) アスピリン腸溶錠100mgr]GJ 

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。
① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症)、心筋梗塞、虚血性脳血管障害(一
過性脳虚血発作 (TIA)、脳梗塞)

② 冠動脈バイパス術 (CABG) あるいは経皮経管冠動脈形成術 (PTCA)施行後に
おける血栓・塞栓形成の抑制

③ 川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)

(2) エスエーワン配合カプセノレT20及び同T25、エヌケーエスワン配合カプセノレT20及
び同T25並びにティーエスワン配合OD錠T20及び同T25
本製剤は、頻回に臨床検査が実施でき、緊急時に十分対応できる医療施設にお

いて、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、用法i 用量を厳守
して本療法が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであるこ
と。

(3) グリメピリドOD錠0.5mgrAFPJ、同「ケミファ」、同「テバ」及びグリメピリド
錠0.5mgrモチダJ
① 効能又は効果

2型糖尿病(ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場
合に限る。)であること。

② 保険適用上の取扱い
ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以
外にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状(腎性糖尿、甲状腺機能
異常等)を有する疾患があることに留意すること。

イ 適用はあらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行
ったうえで効果が不十分な場合に限り考慮すること。

ウ 投与する場合には、少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤
の効果を確かめ、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替
えを行二うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合
があり、また、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、
不十分となる場合があるので、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の
有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意す
ること。

(4) テルピナフィン錠125mgrファイザーJ
① 本製剤の使用上の注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な

経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投
与すること j とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験
を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に
算定できるものであること。

② 本製剤の効能・効果において「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限るJと
されており、また、使用上の注意においても「本剤の投与は、権患部位、重症
度及び感染の範囲より本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用
抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、木製
剤の内服が適切と判断される患者で、あって、かっ外用抗真菌剤で治療困難な患
者に使用した場合に限り算定できるものであること。



(5) ドセタキセノレ点滴静注用20mgfあすかJ及び同80mgfあすかJ
本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な

知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した
場合に限り算定できるものであること。

(6) ナテグリニド錠30mgf日医工j 及び同90mgf日医工」
① 効能又は効果

2型糖尿病における食後血糖推移の改善(ただし、食事療法・運動療法(以
下、「食事療法等」という。)のみで十分な効果が得られない場合、食事療法等
に加えて α-グルコシダーゼ阻害剤を使用して十分な効果が得られない場合、食
事療法等に加えてピグアナイド系薬剤を使用して十分な効果が得られない場合、
又は食事療法等に加えてチアゾリジン系薬剤を使用して十分な効果が得られな
い場合に限る。)。

② 保険適用上の取扱い
ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。
イ 糖尿病治療の基本である食事療法等のみを行っている患者では、投与の際、

空腹時血糖が120mg/dL以上、又は食後血糖 1又は 2時間値が200mg/dL以上
の患者に限り算定できるものであること。

ウ 食事療法等に加えて αーグルコシダーゼ阻害剤を使用している患者では、投
、与の際の空腹時血糖値は140mg/dL以上を目安とすること。
エ 本製剤は、ときに低血糖症状を起こすことがあるため、患者に対して低血

糖症状及びその対処方法について十分説明すること。
オ 本剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、
本剤を 2~3 カ月投与しでも食後血糖に対する効果が不十分な場合には、よ
り適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

カ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合
があり、また患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不
十分となる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意の
上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(7) ノボラピッド注 フレックスタッチ
① 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対し

て指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法J(平成20年厚生労働省告示
第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表J という。)区分番
号 fCI0IJ在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号 fCI0IJ在
宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号 fC151J注入器加
算は算定できないものであること。

(8) パクリタキセノレ注射液30mgfNPJ及び、同100mgfNPJ 
本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な

知識・経験を持つ医師のもとで、本療法が適切と判断される症例に使用した場合
に限り算定できるものであること。

(9) リーパクト配合経口ゼリー
本製剤は、血清アノレブミン値が3.5g/ dL以下の低アルブミン血症を呈し、腹水

・浮腫又は肝性脳症を現有するかその既往のある非代償性肝硬変患者のうち、食
事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する患者、又は、糖尿病若
しくは肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白(アミノ酸)量の制限が必要な患者に使
用するものであること。



(10)ノレナベル配合錠LD
① 本製剤の効能・効果は、「月経困難症」であること。
② 本製剤が避妊の目的で処方された場合には、保険給付の対象とはしないこと。

3 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼

があった医薬品(内用薬303品目、注射薬59品目及び外用薬27品目)について、掲
示事項等告示の別表第 6に収載するものであること。

(2) (1)により掲示事項等告示の別表第 6に収載されている全医薬品の品目数は、次
のとおりであること。

区 分 |内用薬|注射薬 I:外用薬|歯科用薬剤 計

品目数 376 1 1 H 7 2 。 561 



(参考 1) 

薬価基準告示

診療報酬
において

薬価
区分 薬価基準収載名 成分名 規格単位 加算算定等対象の

(円)
となる後
発医薬品

内用薬 アスピリン腸溶錠 100mg iIGJ アスピリン 100mg1錠 。 5.60 

内用薬 アゼルニジピン錠8mg iNPJ アゼノレニジピン 8mgl錠 。 22. 10 

内用薬 アゼ、ルニジピン錠8mg iFFPJ アゼノレニジピン 8mgl錠 。 22. 10 

内用薬 アゼ、ルニジピン錠8mg iKOGJ アゼルニジピン 8mgl錠 。 22. 10 

内用薬 アゼ、ルニジピン錠 8mg iケミファJ アゼルニジピン 8mgl錠 。 22. 10 

内用薬 アゼノレニジピン錠 8mg iIGJ アゼルニジピン 8mgl錠 。 22. 10 

内用薬 アゼ、ルニジピン錠 8mg iタナベJ アゼルニジピン 8mgl錠 。 22. 10 

内用薬 アゼルニジピン錠 8mg iTCKJ アゼルニジピン 8mgl錠 。 22; 10 

内用薬 アゼルニジピン錠8mg iテパJ アゼルニジピン 8mgl錠 。 22. 10 

内用薬 アゼルニジピン錠 8mg iトーワj アゼルニジピン 8mg1錠 。 22. 10 

内用薬 アゼルニジピン錠 8mg i日医工」 アゼルニジピン 8mgl錠 。 22. 10 

内用薬 -アゼルニジヒ。ン錠8mg iYDJ アゼルニジピン 8mgl錠 。 22. 10 

内用薬 アゼルニジピン錠 16mg iNPJ アゼルニジピン 16mg1錠 。 39.30 

内用薬 アゼルニジピン錠 16mg iFFPJ アゼルニジピン 16mgl錠 。 39. 30 

内用薬 アゼノレニジピン錠 16mg iKOGJ アゼノレニジピン 16mgl錠 。 39.30 

内用薬
アゼルニジピン錠 16mg iケミ

アゼルニジピン 16mg1錠 。 39. 30 
ファ」

内用薬 アゼルニジピン錠 16mg i]GJ アゼノレニジピン 16mgl錠 。 39. 30 

内用薬 アゼルニジピン錠 16mg iタナベJ アゼルニジピン 16mgl錠 。 39.30 

内用薬 アゼ、ルニジピン錠 1， 6mg iTCKJ アゼルニジピン 16mgl錠 。 39.30 

内用薬 アゼノレニジピン錠 16mg iテパj アゼノレニジピン 16mgl錠 。 39.30 

内用薬 アゼルニジピン錠 16mg iトーワJ アゼルニジピン 16mgl錠 。 39.30 

内用薬 アゼルニジピン錠 16mg i日医工J アゼルニジピン 16mgl錠 。 39. 30 

内用薬 アゼルニジピン錠 16mg iYDJ アゼ、ルニジピン 16m g 1錠 。 39. 30 

内用薬 @ァトノレパスタチン錠 5m g iN S J アトルパスタチンカルシウム 5mgl錠 。 36. 10 
水和物

内用薬
@アトルパスタチン錠 5m g Iケミ アトノレパスタチンカルシウム

5mgl錠 。 36. 10 
ファJ 水和物

内用薬 ⑤アトルパスタチン錠 5mg ITYKJ アトルパスタチンカルシウム
5mg1錠 。 36. 10 

水和物

内用薬 ⑤アトノレパスタチン錠 lOmg INSJ アトルパスタチンカルシウム
lOmgl~定 。 68.90 

水和物

内用薬 @アトルパスタチン錠 10mg Iケミ アトノレパスタチンカルシウム
lOmgl錠 。 68.90 

ブアJ 水和物

内用薬
@アトノレパスタチン錠 lOmg iTY アトルパスタチンカルシウム

lOmgl錠 。 68.90 KJ 水和物

内用薬 アナストロゾール錠 1m g Iアメル」 アナストロゾール lmgl錠 。 309.80 

内用薬 アプネカット経口液 lOmg テオフィリン
lOmg2.5mLl 

1，115.00 
筒



診療報酬
において

(薬円価) 区分 薬価基準収載名 成分名 規格単位 加算算定等対の象

となる後
発医薬品

内用薬
アムロジピンODフィルム 2. 5mg 

アムロジピンベシノレ酸塩 2. 5mg 1錠 。 20.00 iQQJ 

内用薬
アムロジピンODフィルム 5mg iQ 

アムロジピンベシル酸塩 5mgl錠 。 37.60 
QJ 

内用薬 ⑤アムロジピン錠 10mg iイセイJ アムロジピンベシノレ酸塩 1 Omg 1錠 。 63.00 

内用薬 ⑤アムロジピン錠 10mg iFJ アムロジヒ。ンベシル酸塩 10mgl錠 。 56.40 

内用薬 ⑤アムロジピン錠 10mg iオーノヴj アムロジヒ。ンベシル酸塩 1 Om  g 1錠 。 52. 20 

内用薬 ⑤アムロジピン錠 10mg iQQJ アムロジピンベシル酸塩 10mgl錠 。 56.40 

内用薬 ⑤アムロジピン錠 10mgi]GJ アムロジヒ。ンベシル酸塩 1 Om  g 1錠 。 56.40 

内用薬 ⑤アムロジピン錠 10mg iCH アムロジピンベシル酸塩 10mgl錠 。 34. 70 

内用薬 ⑤アムロジピン錠 10mg iタイヨーJ アムロジヒ。ンベシル酸塩 10mgl錠 。
内用薬 ⑤アムロジピン錠 10mg iD S E P J アムロジヒ。ンベシル酸塩 10mgl錠 。 63.00 

内用薬 ⑤アムロジピ ン 錠 10mg iTCKl アムロジヒ。ンベシル酸塩 10mgl錠 。 34. 70 

内用薬 ⑤アムロジピン錠 10mg iTYKJ アムロジヒ。ンベシル酸塩 10mgl錠 。 46.40 

内用薬 @アムロジピン錠 10mg iBMDJ アムロジピンベシル酸塩 1 Om  g 1錠 。 34. 70 

内用薬 ⑤アムロジピン錠 10mg iフソーJ アムロジピンベシル酸塩 10mgl錠 。 46.40 

内用薬 ⑤アムロジピン錠 10mgiYDJ アムロジピンベシル酸塩 10mgl錠 。 42.00 

内用薬
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg

アメジニウムメチル硫酸塩 10mgl錠 。 11.40 
「オーハラ」

内用薬
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg

アメジニウムメチル硫酸塩 1 Om  g 1錠 。 17.80 
「フソーJ

内用薬
@アモキシシリンカプセル 125mg

iN P J 
アモキシシリン水和物 125mglカブ'セル 。 8.60 

内用薬
@アモキシシリンカプセル250mg

iNP J 
アモキシシリン水和物 250mglカプセル 。 8.60 

内用薬 アリセプトドライシロップ 1% ドネベジル塩酸塩 l%lg 636.00 

内用薬 アルジオキサ頼粒20%i日医工J アルジオキサ 20%lg 。 5.90 

内用薬 ⑤アノレジオキサ頼粒 25%iツノレハラj アルジオキサ 25%lg 。 6.20 

内用薬 ⑤アノレジオキサ腕 50%iツノレハラJ アルジオキサ 50%lg 。 6.20 

内用薬
@アルジオ キ サ 錠 100mg iツルハ

フJ
アルジオキサ 100mgl錠 。 5.00 

内用薬
アルファカルシドールカプセル O. 2 

アルファカノレシドーノレ
O. 2 5μg 1カプセ 。 5.60 

5μg iテパj ノレ

内用薬
アルファカルシドールカプセル O. 2 

アルファカルシドール
O. 25μg 1カプセ 。 6.50 

5μg フソーJ ノレ

内用薬
アルファカルシドールカプセル O. 5 

アルファカルシドール O. 5μg 1カプセノレ 。 9.90 
μg iフソーJ

内用薬
アルファカルシドールカプセノレ1.。

アルファカルシドール 1μg 1カプセル 。 19.30 
μg iフソーJ

内用薬
アルファカルシドールカプセノレ 3.。

アルファカルシドール 3μg 1カプセノレ 。 63. 70 
μg iフソー」

内用薬 ⑤アレンドロン酸錠5mg iサワイj
アレンドロン酸ナトリウム水

5mgl錠 。 48.00 
和物

内用薬 ⑤アレンドロン酸錠35 mg iサワイ」
アレンドロン酸ナトリウム水

35mgl錠 。 380.40 
和物

内用薬
アロチノローノレ塩酸塩錠 5mg iサワ

アロチノローノレ塩酸塩 5mgl錠 。 7.80 
イj

一一
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内用薬
アロチノロール塩酸塩錠 5mg rテ

アロチノロール塩酸塩 5mgl錠 。 7.80 
ノ~J

内用薬
アロチノロール塩酸塩錠 5mg rトー

アロチノロール塩酸塩 5mgl錠 。 7.80 
ワ」

内用薬
アロチノロール塩酸塩錠 1Om g rサ

アロチノロール塩酸塩 lOmgl錠 。 13. 10 
ワイ j

内用薬
アロチノロール塩酸塩錠 10mg rテ

アロチノロール塩酸塩 lOmgl錠 。 11. 10 
バJ

内用薬
アロチノロール塩酸塩錠 lOmg

アロチノローノレ塩酸塩 lOmgl錠 。 11. 10 
「トーワJ

内用薬 ⑤アロプリノール錠 5Om g rサワイJ アロプリノーノレ 50mgl錠 。 6.00 

内用薬 ⑤アロプリノール錠 50mg rZEJ アロプリノール 50mgl錠 。 3. 10 

内用薬 ⑤アロプリノール錠 5Om g rトーワJ アロプリノーノレ 50mgl錠 。 6.00 

内用薬 ⑤アロプリノール錠 5Om g r日医工J アロプリノール 50mgl錠 。 3.50 

内用薬
@アロプリノール錠 lOOmg rサワ

イ」
アロプリノール lOOmgl錠 。 6.00 

内用薬 ⑤アロプリノール錠 lOOmgrZEJ アロプリノール lOOmgl錠 。 5.60 

内用薬
@アロプリノール錠 lOOmg rトー

ワ」
アロプリノール lOOmgl錠 。 6.00 

内用薬
@アロプリノーノレ錠 lOOmg r日医

工」
アロプリノール lOOmgl錠 。 6.20 

内用薬
アンプロキソーノレ塩酸塩錠 15mg

アンプロキソール塩酸塩 15mgl錠 。 5.60 
「日医工J

内用薬
アンブロキソール塩酸塩錠 15mg

アンプロキソール塩酸塩 15mgl錠 。 5.60 
「日新」

内用薬
アンプロキソーノレ塩酸塩錠 15mg

アンブロキソール塩酸塩 15mgl錠 。 5.60 
rYDJ 

内用薬
アンプロキソール塩酸塩内用液O.

アンプロキソール塩酸塩 O. 3%lmL 。 10.30 
3% r日医工」

内用薬
@イノレソグラジンマレイン酸塩錠 2mg

「日医工J
イルソグラジンマレイン酸塩 2mgl錠 。 7.701 

内用薬
⑤ウルソデオキシコール酸錠 50mg

「トーワJ
ウルソデオキシコール酸 50mgl錠 。 5.60 

l内用薬
@ウノレソデオキシコール酸錠 lOOmg

「サワイJ
ウルソデオキシコール酸 lOOmgl錠 。 6. 50 

内用薬
@ウノレソデオキシコーノレ酸錠 lOOmg

rTCKJ 
ウルソデオキシコール酸 lOOmgl錠 。 5. 70 

内用薬
⑤ウルソデオキシコール酸錠 lOOmg

「トーワ」
ウルソデオキシコール酸 lOOmgl錠 。 6.30 

内用薬 エスエーワン配合カプセノレT20
テガフール・ギメラシル・オ 20mglカプセル 。 430.00 
テラシルカリウム配合剤 (テガブール相当量)

内用薬 エスエーワン配合カプセノレT25
テガブール・ギメラシル・オ 25mglカプセル 。 517.30 
テラシルカリウム配合剤 (テガブール相当量)

内用薬 @ェチゾラム錠札 25mg rN P J エチゾラム O.25mgl錠 。 5.80 

内用薬 @ェチゾラム錠O. 5mg fKNJ エチゾラム O. 5mg 1錠 。 6.00 

内用薬 ⑤ エ チ ゾラム錠O. 5mg rツノレハラJ エチゾラム O.5mgl錠 。 6.00 

内用薬 ⑤ エ チ ゾ ラム錠O. 5mg rTCKJ エチゾラム O. 5mg 1錠 。 6.00 

内用薬 ⑤エチゾラム錠O. 5mg rトーワ」 エチゾラム O.5mgl錠 。 5.80 

内用薬 @ ェ チ ゾ ラム錠 lmg rKNJ エチゾラム lmgl錠 。 6.30 

内用薬 ⑤エチゾラム錠 1m g fツノレハラJ エチゾラム lmgl錠 。 6.30 

内用薬 @ェチゾラム錠 lmg fTCKJ エチゾラム lmgl錠 。 6.30 
一一一一一一一
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内用薬 ⑤エチゾラム錠 1mg  rトーワj エチゾラム 1 mg  1錠 。 6.00 

内用薬 エトドラク錠 100mg rオ}ハラj エトドラク 100mg1錠 。 10.50 

内用薬 エトドラク錠200mg rオーハラJ エトドラク 200mg1錠 。 14.40 

内用薬 ⑤エナラプリノレマレイン腕錠2. 5m 
g rトーワJ

エナラプリルマレイン酸塩 2.5mg1錠 。 16.60 

内用薬 @エナラプリルマレイン腕錠5mg
「トーワj

エナラプリルマレイン酸塩 5mg1錠 。 29. 30 

内用薬 @エナラプリルマレイン腕組 Om
「トーワJ

エナラプリノレマレイン酸塩 10mg1錠 。 35.00 

内用薬 エヌケーエスワン配合カプセノレT20
テガフーノレ・ギメフシル・オ 20mg1カプセル 。 430.00 
テラシルカリウム配合剤 (テガフール相当量)

内用薬 エヌケーエスワン配合カプセノレT25
テガフーノレ・ギメフシル・オ 25mg1カプセル 。 517.30 
テラシルカリウム配合剤 (テガブール相当量)

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠 10mg rサワ

エピナスチン塩酸塩 10mg1錠 。 41. 40 
イj

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠 10mg rトー

エピナスチン塩酸塩 1 Omg 1錠 。 59.00 
ワJ

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠 1Om  g ry 

エピナスチン塩酸塩 10mg1錠 。 24.00 
DJ 

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠20mg rサワ

エピナスチン塩酸塩 20mg1錠 。 56.20 
イ」

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠 20mg rトー

エピナスチン塩酸塩 20mg1錠 。 83.30 
ワj

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠20mg ry 

エピナスチン塩酸塩 20mg1錠 。 45. 70 
DJ 

内用薬
エピナスチン塩酸塩DS小児用 1%

エピナスチン塩酸塩 1 % 1 g 。 41. 00 
「サワイj

内用薬
エピナスチン塩酸塩DS小児用 1%

エピナスチン塩酸塩 l%lg 。 66.00 
「トーワJ

内用薬 エベリゾン塩酸塩錠 50mg rKNJ エベリゾン塩酸塩 50mg1錠 。 5.60 

内用薬
エベリゾン塩酸塩錠 50m g r日医

エペリゾン塩酸塩 50mg1錠 。 5.60 
工j

内用薬
L一アスパラギン酸Ca錠 200mg L-アスパフギン酸カルシウ

1錠 。 5.60 
「トーワj ム水和物

F 

内用薬 オキサゾラム細粒 10%r.イセイJ オキサゾラム 10%lg 。 10.70 

内用薬
オキシブチニン塩酸塩錠 1mg  rテ

オキシブチニン塩酸塩 1mg1錠 。 5.60 
ノ'J

内用薬 オフロキサシン錠 100mgrテパJ オフロキサシン 100mg1錠 。 28.30 

内用薬 オーベグ配合内用剤 ナトリウム・カリウム配合剤 1袋 。 577. 70 

内用薬
オメプラゾール錠 10mg rケミ

オメプラゾール 10mg1錠 。 54.90 
ファ j

内用薬
オメプラゾール錠 20mg rケミ

オメプラゾーノレ 20J;l1g1錠 。 102. 10 
ファ」

内用薬
、オロパタジン塩酸塩OD錠 2. 5mg 

オロパタジン塩酸塩 2. 5mg 1錠 。 28.40 
「アメノレJ

内用薬
オロパタジン塩酸塩OD錠 2. 5mg 

オロパタジン塩酸塩 2. 5mg 1錠 。 28:40 
rAAJ 

内用薬
オロパタジン塩酸塩OD錠 2. 5mg 

オロパタジン塩酸塩 2. 5mg 1錠 。 28.40 
「ケミファ」

内用薬
オロパタジン塩酸塩OD錠 2. 5mg 

オロパタジン塩酸塩 2.5mg1錠 。 28.40 
「日医工j

内用薬
オロパタジン塩酸塩OD錠 2. 5mg 

オロパタジン塩酸塩 2. 5mg 1錠 。 28.40 
「ファイザーj

内用薬
オロパタジン塩酸塩OD錠 5m g rア

オロパタジン塩酸塩 5mg1錠 。 36. 10 
メノレJ

内用薬
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg rA 

オロパタジン塩酸塩 5mg1錠 。 36. 10 
AJ 
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内用薬
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg Iケ

rオロパタジン塩酸塩 5mgl錠 。 36. 10 
ミファ」

内用薬
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg I日

オロパタジン塩酸塩 5mgl錠 。 36. 10 
医工J

内用薬
オロパタジン塩酸塩00錠 5mg

オロパタジン塩酸塩 5mgl錠 。 36. 10 
「ファイザーJ

内用薬
カルテオロール塩酸塩錠 5m g Iサワ

カルテオローノレ塩酸塩 5mgl錠 。 5.80 
イJ

内用薬
カルパゾクロムスルホン酸Na錠 3O' カルパゾクロムスルホン酸ナ

30mg1錠 。 5.60 
m g IYDJ トリウム水和物

内用薬 ⑤カルベジロール錠 10mg Iトーワj カノレベジロール 10mg1錠 。 32.40 

内用薬 ⑤カノレベジロール錠 20mg Iトーワ」 カルベジロール 20mg1錠 。 61. 70 

内用薬
カルボシステイン錠 250mg lサワ

カノνボシステイン 250mg1錠 。 5.60 
イ」

内用薬
カノレボシステイン錠 250mg lトー

カルボシステイン 250mg1錠 。 5.60 
ワj

内用薬
カルボシステイン錠 500mg lサワ

カルボシステイン 500mg1錠 。 7.90 
イJ

カルボシステイン錠 500mg Iトー
カルボシステイン 500mg1錠 。内用薬

ワJ
8.90 

内用薬
カルボシステインシロップ小児用 5%

カルボシステイン 5%1mL 。 2.60 
「トーワJ

内用薬
カルボシステインOS33.3%

カルボシステイン 33.3%1g 。 9. 50 
「トーワ」

内用薬
カノレボシステインoS 5 0 % Iツルハ

カルボシステイン 50%1g 。 13.10 
フJ

内用薬
カルボ、システインドライシロップ5

カルボシステイン 50%"1 g 。 13.10 
0%  rテパj

内用薬
球形吸着炭カプセル 286mg l日医

球形吸着炭 286mg1カプセル 。 23. 30 
工j

内用薬 球形吸着炭細粒分包 2g r日医工j 球形吸着炭 1 g 。 73.20 

内用薬 @クエチアピン錠50mg rアメルJ クエチアピンフマル酸塩 50mg1錠ノ 。 48.00 

内用薬
@クラリスロマイシン錠小児用 50m

「トーワJ
クラリスロマイシン 50mg1錠 。 39. 70 

内用薬
@クラリスロマイシン錠 200mg

「トーワJ
クラリスロマイシン 200mg1錠 。 62.50 

内用薬
クラリスロマイシンDS小児用 10%

クラリスロマイシン 100mg1g 。 70.40 
「トーワJ

内用薬 グリクラジド錠20mg rサワイJ グリクラジド 20mg1錠 。 8.20 

内用薬 グリクラジド錠 20mg rトーワJ グリクラジド 20mg1錠 。 5.60 

内用薬 グりクラジド錠4Om g rサワイ j グリクラジド 40mgl錠 。 8.20 

内用薬 グリクラジド錠40mg rトーワJ グリクラジド 40mg1錠 。 5.60 

内用薬
グリベンクラミド錠 1. 2 5m g rサ

グリベンクラミド 1. 25mg1錠 。 5.60 
ワイ j

内用薬
グリベンクラミド錠2. 5mg rサワ

グリベンクラミド 2. 5mg 1錠 。 5.60 
イ」

内用薬
グリメピリド00錠O. 5mg rAF 

グリメピリド 0.5mgl錠 。 8. 70 
PJ 

内用薬
グリメピリド00錠O. 5mg rケミ

グリメピリド O. 5mg 1錠 。 8. 70 
ファJ

内用薬
グリメピリド00錠O. 5mg rテ

グリメピリド 0.5mg1錠 。 8. 70 
ノ ~J

内用薬 グリメピリド00錠 1m g rテパ」 グリメピリド 1mg1錠 。 10; 30 

内用薬 グリメピリド00錠 3m g rテパj グリメピリド 3mg1錠 。 24.40 
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内用薬 @グリメピリ ド 錠O. 5mg rモチダj グリメピリド O.5mgl錠 。 8. 70 

内用薬 クロチアゼパム錠5mg rサワイ」 クロチアゼ、パム 5mgl錠 。 5.60 

内用薬 クロチアゼ、パム錠 5mg rツノレハラJ クロチアゼパム 5mgl錠 。 5.60 

内用薬 クロチアゼパム錠 1Om g rサワイ」 クロチアゼ、パム lOmgl錠 。 9.30 

内用薬
クロチアゼパム錠 1Om g rツノレハ

クロチアゼパム lOmgl錠 。 9. 30 
フJ

内用薬
クロノレゾキサゾン錠 200mg rイセ

クロルゾキサゾン 200mg~ 錠 。 5.40 
イJ

内用薬
@クロノレフエネシンカノレパミン酸エステ クロル7ェネシンカルパミン

125mgl錠 。 6.20 
ノレ錠 125mg rNPJ 酸エステル

内用薬
@クロノレフェネシンカルパミン酸エステ クロノレフェネシンカルパミン

250mgl錠 。
ル錠 250mg rNPJ 酸エステノレ

内用薬
クロルマジノン酢酸エステノレ徐放錠5

クロルマジノン酢酸エステノレ 50mgl錠 。
Omg rトーワ」

内用薬 ⑤ザノレトプロフェン錠80mg rYDJ ザルトプロフェン 80mgl錠 。 11. 50 

内用薬 ⑤酸化マグネシウム rNP J原末 酸化マグネシウム 1 0 g 14. 70 

内用薬 酸化マグネシウム細粒83% <ハチ〉 酸化マグネシウム 83%lg 。 13.60 

内用薬 @ジアゼパム錠 2mg rツルハラj ジアゼ、パム 2mgl錠 。 5.60 

内用薬 @ジアゼパム錠 5m g rツルハラ」 ジアゼパム 5mgl錠 。 5.60 

内用薬 ⑤ジアゼパム錠 lOmg rツルハラ」 ジアゼパム lOmgl錠 。 5.60 

内用薬
シクロスポリンカプセル lOmg r日

シクロスポリン lOmglカプセル 。 67.90 
医工j

内用薬
シクロスポリンカプセル25mg r日

シクロスポリン 25mglカプセル 。 151. 70 
医工」

内用薬
シクロスポリンカプセル 50mg r日

シクロスポリン 50mglカプセル 。 244.40 
医工J

内用薬
ジクロフェナク Na錠 25m g rトー

ジクロフェナクナトリウム 25mgl錠 。 5.60 
ワ」

内用薬
ジクロフェナク Na錠 25mg rY 

ジクロフェナクナトリウム 25mgl錠 。 5.60 
DJ 

内用薬
ジクロフェナク Na徐放カプセル3

ジクロフェナクナトリウム
37.5mglカプセ 。 7. 70 

7. 5mg，rトーワJ ノレ

内用薬
ジソピラミドカプセル50mg rS 

ジソピラミド 50mglカプセル 。 16.40 
WJ 

内用薬
ジソピラミドカプセル5Om g rトー

ジソピラミド 50mglカプセル 。 7.60 
ワJ

内用薬
ジソピラミドカプセル lOOmgrS

ジソピラミド lOOmglカプセル 。 23. 70 
WJ 

内用薬
ジソピラミド徐放錠 150mg rS 

リン酸ジソピラミド 150mgl錠 。 22.40 
WJ 

内用薬 ジピリダモール錠 25mg rトーワj ジピリダモール 25mgl錠. 。 5.40 

内用薬 ジピリダモール錠25mg r日医工j ジピリダモーノレ 25mgl錠 。 5..40 

内用薬
ジピリダモール錠 lOOmg rトー

ジピリダモール lOOmgl錠 。 5.90 ワーj

内用薬
シプロフロキサシン錠 lOOmg r日

塩酸シプロフロキサシン lOOmgl錠 。 25.00 
医工J

内用薬
シプロフロキサシン錠 200mg r日

塩酸シプロフロキサシン 200mgl錠 。 35.30 
医工j

内用薬
@シベンゾリンコハク酸塩錠50mg

「トーワJ
シベンゾリンコハク酸塩 50mgl錠 '0 24.50 

内用薬
@シベンゾリンコノ¥ク酸塩錠 lOOmg

「トーワJ
シベンゾリンコハク酸塩 lOOmgl錠 。 40. 10 
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内用薬 シメチジン錠20 0 m g iYDJ シメチジン 200mgl錠 。 5. 60 

内用薬 ジラゼプ塩酸塩錠 5，0m g i日医工J ジラゼプ塩酸塩水和物 50mgl錠 。 5.60 

内用薬
ジラゼプ塩酸塩錠 100mg i日医

ジラゼプ塩酸塩水和物 100mgl錠 。 6. 10 
工J

内用薬
シロスタゾーノレOD錠50mg iサワ

シロスタゾーノレ 50mgl錠 。 24.00 
イJ

内用薬
シロスタゾーノレOD錠50mg iタカ

シロスタゾール 50mgl錠 。 68. 10 
タJ

内用薬
シロスタゾーノレOD錠 100mg iサ シロスタゾール 100mgl錠 。 47.60 
ワイJ

内用薬
シロスタゾーノレOD錠 100mg iタ

シロスタゾール 100mgl錠 。 118.10 
カタJ

内用薬 @シロスタゾール錠 50mg iダイトJ シロスタゾール 50mgl錠 。 20.30 

内用薬 ⑤シロスタゾール錠 5Om g iテパj シロスタゾール 50mgl錠 。 24.00 

内用薬 ⑤シロスタゾール錠 5Om g iトーワJ シロスタゾール 50mgl錠 。 24. 00 

内用薬 ⑤シロスタゾール錠 100mg iKNJ シロスタゾーノレ 100mgl錠 。 37. 70 

内用薬 @シロリゾール錠 100mg げパ」 シロスタゾール 100mgl錠 。 37. 70 

内用薬 @シロリゾール錠 100mg iトー
ワj

シロスタゾール 100mgl錠 。 47.60 

内用薬 @シロリゾール錠 100mg iYDJ シロスタゾール 100mgl錠 。 37. 70 

内用薬 シンパスタチン錠 5mg iYDJ シンパスタチン 5mgl錠 。 46.00 

内用薬 シンパスタチン錠 10mg iYDJ シンパスタチン 10mgl錠 。 89. 50 

内用薬 シンパスタチン錠 20mg iYDJ シンパスタチン 20mgl錠 。 189.80 

内用薬 ⑤スピロノラクトン錠 25mg iテパj スピロノラクトン 25mgl錠 。 5.601 

内用薬 ⑤スピロノラクトン錠 25mg iYDJ スピロノラクトン 25mgl錠 。 5.60 

内用薬
@スルピリドカプセル 50mg iイセ

イj
スノレピリド 50mglカプセル 。 6.30 

内用薬
セチプチリンマレイン酸塩錠 lmg

セチプチリンマレイン酸塩 lmgl錠 。 6. 50 
「サワイ j

内用薬
セトラキサート塩酸塩カプセル200

セトラキサート塩酸塩 200mglカプセル 。 8. 70 
m g iYDJ 

内用薬
セトラキサート塩酸塩細粒40%iy 

セトラキサート塩酸塩 40%lg 。 13.10 
DJ 

内用薬
@セフアクロルカプセル250mg iT 

CKJ 
セファクロノレ 250mglカプセル 。 21. 20 

内用薬
セリプロローノレ塩酸塩錠 100mg

セリプロローノレ塩酸塩 100mgl錠 。 24.50 
f日医工J

内用薬
セリプロロール塩酸塩錠 200mg

セリプロローノレ塩酸塩 200mgl錠 。 38.20 
「日医工J

内用薬 センノシド錠 12m g rセイコーJ センノシド 12mgl錠 。 5.00 

内用薬 センノシド錠 12mg iYDJ センノシド 12mgl錠 。 5.00 

内用薬 ゾピクロン錠 7. 5mg rアメルJ ゾピクロン 7. 5mg 1錠 。 6.80 

内用薬 ゾピクロン錠 7. 5mg rサワイJ ゾピクロン 7. 5mg 1錠 。 9.90 

内用薬 ゾピクロン錠 10mg rアメルJ ゾピクロン 10mgl錠 。 7.80 

内用薬 ゾピクロン錠 10mg iサワイJ ゾピクロン 10mgl錠 。 11. 00 
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内用薬 ソファルコン細粒 10%rYDJ ソファノレコン 10%lg 。 8.30 

内用薬 ソファルコン細粒20%rYDJ ソファノレコン 20%lg 。 10. 70 

内用薬
タクロリムスカプセルO. 5mg 

タクロリムス水和物 O. 5mg 1カプセル 。 325. 70 
「ファイザーJ

内用薬
タクロリムスカプセル 1m g rファイ

タクロリムス水和物 lmglカプセル 。 575.30 
ザーJ

内用薬
タクロリムスカプセル 5mg rファイ

タクロリムス水和物 5mglカ芳セル 。 2， 156. 10 
ザーj

内用薬 @タルチレリンOD錠 5m g rアメルj タルチレリン水和物 5mgl錠 。 781. 10 

内用薬 ⑤タノレチレリンOD錠 5mg r JGJ タルチレリン水和物 5mgl錠 。 781. 10 

内用薬
@チアプリド塩酸塩錠 25mg rアメ

ノレJ
チアプリド塩酸塩 25mgl錠 。 6.00 

内用薬 チアプリド細粒 10%  rサワイ j チアプリド塩酸塩 10%lg 。 22.80 

内用薬 ⑤ チア プリド錠 25mg  r刊 行 チアプリド塩酸塩 25mgl錠 。 7.80 

内用薬 ⑤ チ ア プ リド錠 50m g rサワイ j チアプリド塩酸塩 50mgl錠 。 11. 40 

内用薬 チザニジン頼粒O. 2%  r日医工J チザニジン塩酸塩 0.2%lg 。 13.40 

内用薬 チザニジン錠 1m g rツルハラJ チザニジン塩酸塩 lmgl錠 。 5.60 

内用薬 チザニジン錠 1m g r日医工J チザニジン塩酸塩 lmgl錠 。 5.60 

内用薬 ティーエスワン配合OD錠T20
テガフーノレ・ギメラシノレ・オ 20mgl錠(テガ

675.60 
テラシルカリウム配合剤 ブール相当量)

内用薬 ティーエスワン配合OD錠T25
テガフール・ギメラシル・オ 25mgl錠(テガ

812.80 
テラシルカリウム配合剤 フーノレ相当量)

内用薬 ディオパンOD錠 20mg パノレサルタン 20mgl錠 33.80 

内用薬 ディオパンOD錠 40mg パルサルタン 40mgl錠 61. 40 

内用薬 ディオパンOD錠 80mg パルサルタン 80mgl錠 114.80 

内用薬 ディオパンOD錠 160mg パルサルタン 160mgl錠 223. 70 

内用薬
テオフ子リン徐放錠 100mgr日医

テオフィリン 100mgl錠 。 5.60 
工J

内用薬
テオフィリン徐放DS小児用 20%

テオフィリン 20%lg 。 57. 10 
「トーワJ

内用薬
テオフィリン徐放ドライシロップ小児

テオフィリン 20%lg 。 49.30 
用 20%r日医工J

内用薬
テオフィリン徐放U錠 100mg

テオフィリン 100mgl錠 。 5.60 
「トーワ」

内用薬
テオフィリン徐放U錠 200mg

テオフィリン 200mgl錠 。 6.50 
「トーワJ

内用薬
テオフィリン徐放U錠 400mg

テオフィリン 400mgl錠 。 7. 50 
「トーワJ

内用薬 デパケンR錠 100mg パルプロ酸ナトリウム 100mgl錠 11. 70 

内用薬 デパケンR錠 200mg パルプロ酸ナトリウム 200mgl錠 19.20 

内用薬
テプレノンカプセル 50mg rサワ

テプレノン 50mglカプセル 。 7.40 
イ」

内用薬 テプレノン細粒 10%  rサワイJ テプレノン 10%lg 。 15.50 

内用薬
テルピナフィン錠 125mg rケミ

テノレピナフィン塩酸塩 125mgl錠 。 117.30 
ファJ

[内用薬
テルピナフィン錠 125mg r日医

テノレピナフィン塩酸塩 I25mgl錠 。 123.90 
工J
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内用薬
テルピナフィン錠 125mg rファイ

テルピナフィン塩酸塩 125mg1錠 。 77.90 
ザーJ

内用薬 @ ドキサゾシン錠O. 5mg [日医工j ドキサゾシンメシノレ酸塩 O. 5mg 1錠 。 9.60 

内用薬 ⑤ ドキサゾシン錠 1m g r日医工J ドキサゾシンメシル酸塩 lmg1錠 。 15.10 

内用薬 ⑤ ドキサゾシン錠 2mg r日医工J ドキサゾシンメシル酸塩 2mgl錠 。 26. 50 

内用薬 ⑤ドキサゾシン錠4mg r日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩 4mg1錠 。 56. 10 

内用薬
トコフエロール酢酸エステノレカプセノレ

トコフェローノレ酢酸エステル 100mglカプセル 。 5.60 
1 0 0 m'g rセイコーJ

内用薬
トコフエロールニコチン酸エステノレカ トコフエロールニコチン酸エ

200mglカプセル 。 5.60 
プセル 200mg rYDJ ステノレ

内用薬 ドパコール配合錠L50 レボドパ・カルピドパ水和物 1錠 。 7.00 

内用薬 ドパコール配合錠LIOO レボドパ・カルピドパ水和物 1錠 。 14.20 

内用薬 トフィソパム錠 50m g rオーハラj トフィソパム 50mg1錠 。 5.60 

内用薬
トリアゾラム錠O. 125mg rテ

トリアゾラム 0.125mgl錠 。 5.60 
パj

内用薬
トリアゾラム錠 O. 125mg r日医

トリアゾラム 0.125mgl錠 。 5.60 
工J

内用薬 トリアゾラム錠O. 25mg rテパJ トリアゾラム 0.25mgl錠 。 5. 60 

内用薬
トリアゾラム錠O. 25mg r日医

トリアゾラム 0.25mgl錠 。 5.60 
工j

内用薬
@ トリクロルメチアジド錠 2mg rイセ

イJ
トリクロノレメチアジド 2mg1錠 。 6.00 

内用薬
@ トリクロルメチアジド錠 2mg r日医

工J トリクロルメチアジド 2mgl錠 。 6.00 

内用薬
トリメブチンマレイン酸塩細粒20% トリメブ、チンマレイン酸塩 20%lg 。 9. 50 
「オーハラJ

内用薬
トリメブチンマレイン酸塩錠 100m

トリメブチンマレイン酸塩 100mgl錠 。 5.60 
g rオーハラJ

内用薬
ドリメブチンマレイン酸塩錠 100m

トリメブチンマレイン酸塩 100mg1錠 。 5.60 
g r日医工j

内用薬 ドンベリドン錠 5mg r日医工J ドンベリドン 5mgl錠 。 5.60 

内用薬 ドンベリドン錠 5m g r日新」 ドンベリドン 5mgl錠 。 5.60 

内用薬 ドンベリドン錠 10mg r日医工j ドンベリドン 10mgl錠 。 5.60 

内用薬 ドンベリドン錠 1Om  g r日新J ドンベリドン 10mg1錠 。 5. 60 

内用薬 ⑤ナテグリニド錠 30mg r日医工J ナテグリニド 30mg1錠 。 12. 70 

内用薬 ⑤ナテグリニド錠 90mg r日医工」 ナテグリニド 90mgl錠 。 31. 60 

内用薬 @ニセノレゴリン錠 5mg r日医工J ヰセルゴリン 5mgl錠 。 8. 70 

内用薬 ニトラゼ、パム錠 5mg rツルハラJ ニトラゼパム 5mg1錠 。 5.40 

内用薬 ニトラゼパム錠 1Om g rツルハラ」 ニトラゼパム 10mgl錠 。 5. 60 

内用薬
パルプロ酸Na徐放B錠 10 0 m.g 

パルプロ酸ナトリウム 100mgl錠 。 8. 10 
「トーワj

内用薬
パルプロ酸Na徐放B錠 200mg

パルプロ酸ナトリウム 200mgl錠 。 12. 70 
「トーワJ

内用薬
@パルプロ酸ナトリウムシロップ5%

「日医工J パルプロ酸ナトリウム 5%lmL 。 6.50 

内用薬 パロキセチンOD錠 5m g rトーワJ パロキセチン塩酸塩水和物 5mg1錠 。 36.20 
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内用薬 パロキセチン錠 5mg rEEJ パロキセチン塩酸塩水和物 5mg1錠 。 36.20 

内用薬 パロキセチン錠5mg rオーハラj パロキセチン塩酸塩水和物 5mg1錠 。 36.20 

内用薬 パロキセチン錠 5mg rKNJ パロキセチン塩酸塩水和物 5mg1錠 。 36.201 

内用薬 パロキセチン錠 5mg rKOJ パロキセチン塩酸塩水和物 5mg1錠 。 36.20 

内用薬 パロキセチン錠 5mg rザイダス」 パロキセチン塩酸塩水和物 5mg1錠 。 36.201 

内用薬 パロキセチン錠 10mg rザイダスJ パロキセチン塩酸塩水和物 10mg1錠 。 63.40 

内用薬 パロキセチン錠20mg rザイダスJ パロキセチン塩酸塩水和物 20mg1錠 。
内用薬 パンテチン錠 100mg rYOJ パンテチン 100mg1錠 。 5.60 

内用薬
ピコスルフアートナトリウム錠2. 5 ピコスルフアートナトリウム 2.5mg1錠 。 5.60

1 mg r日医工J 水和物

内用薬
ピコスルフアートナトリウムドライシ ピコスルフアートナトリウム

l%lg 。 11. 80 
ロップ 1% 日医工j 水和物

内用薬
ピコスルフアートナトリウム内用液 ピコスノレフアートナトリウム

O. 75% lmL 。 9.901 
O. 75% r日医工J 水和物

内用薬
ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg

ヒドロキシジンパモ酸塩 25mg1錠 。 5.60 
「日新j

内用薬
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25m

ヒ。ルシカイニド塩酸塩水和物 25mg1カプセル 。 26.601 
g rトーワj

内用薬
ピノレシカイニド塩酸塩カプセル50m

ヒ勺レシカイニド塩酸塩水和物 50mg1カプセル 。 47.80 
g rトーワJ

内用薬
ファモチジン00錠 10mg rオーハ

ファモチジン 10mg1錠 。 9.501 
フJ

内用薬 ファモチジン00錠 10mg rテパJ ファモチジン 10mg1錠 。 9.60 

内用薬
ファモチジン00錠 10mg rトー

ファモチジン 10mg1錠 。 15.20 
ワJ

内用薬
ファモチジン00錠 20mg rオーハ

ファモチジン 20mg1錠 。 15.80 
フJ

内用薬 ファモチジン00錠 20mg rテパ」 ファモチジン 20mg1錠 。 13.501 

内用薬
ファモチジンOD錠 20mg rトー

ファモチジン 20mg1錠 。 27. 10 
ワJ

内用薬 ⑤ファモチジン散 2%rオーハラj ファモチジン 2%lg 。 18.80 

内用薬 ⑤フアモチジン散2%rトーワJ ファモチジン 2%lg 。 29.40 

内用薬 ⑤フアモチジン散 10%rオーハラJ ファモチジン 10%lg 。 98. 70 

内用薬 ⑤フアモチジン散 10% rトーワJ 'ファモチジン 10%lg 。 146. 10 

内用薬 ⑤フアモチジン錠 10mg rオーハラJ ファモチジン 10mg1錠 。 9.601 

内用薬 @フアモチジン錠 10mg rテパJ ファモチジン 10mg1錠 。 9.60 

内用薬 @ファモチジン錠 1Om g rトーワj ファモチジン 10mg1錠 。 15.20 

内用薬 ⑤ファモチジン錠20mg rオーハラJ ファモチジン 20mg1錠 。 15.80 

内用薬 ⑤フアモチジン錠20mg rテパ」 ファモチジン 20mg1錠 。 13.50 

内用薬 ⑤フアモチジン錠20mg rトーワ」 ファモチジン 20mgl錠 。 27. 10 

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩00錠 30 

フェキソフェナジン塩酸塩 30mg1錠 。 35.40 
m g rN P J 

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩00錠 30

フェキソフェナジン塩酸塩 30mg1錠 。 35.40 
mg rトーワ」
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内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 30 

フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 
mg  rファイザーJ

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60 フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 
m g TN P J 

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60 フェキソブェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 
mg  rFFPJ 

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60

フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 
mg  rト ワj

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60 

フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 
mg  rファイザー」

内用薬
@フェキソフエナジン塩酸塩錠 30mg

「アメノレj
ヲェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フエキソフェナジン塩酸塩錠 30m

rSANIKJ 
フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フエキソフエナジン塩酸塩錠 30m

rN P J フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フェキソフェナジン塩酸塩錠 30m

rF F P J フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg

「杏林J
フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フェキソフエナジン塩酸塩錠 30m

rKOGJ 
ブェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フエキソフェナジン塩酸塩錠 30mg

「ケミファJ
フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg

「一和J フェキソフェナジン塩酸境 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フエキソフエナジン塩酸塩錠 30m

rz EJ 
フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フエキソフェナジン塩酸塩錠 30mg

「ダイトJ フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フエキソフエナジン塩酸塩錠 30mg

rTOAJ フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35. 40 

内用薬
@フェキソフェナジン塩酸塩錠 30m

rDKJ 
フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フエキソフェナジン塩酸塩錠 30mg

rTCKJ フェキソフ土ナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フエキソフェナジン塩酸塩錠 30m

「テパj
フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フエキソフェナジン塩酸塩錠 30m

「トワj
フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg

「日新」
ブェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
⑤フエキソフェナジン塩酸塩錠 30m

「ファイザー」
フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フエキソフェナジン塩酸塩錠 30m

「明治J フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35. 40 

内用薬
@フエキソフェナジン塩酸塩錠 30m

「モチダ」
フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フエキソフェナジン塩酸塩錠 30m

rYDJ フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl錠 。 35.40 

内用薬
@フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg

「アメノレj
フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬
@フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg

rSANIKJ フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬 @フエキソフエナジン塩酸塩錠 60m
rNP J フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬
@フエキソフエナジン塩酸塩錠 60mg

rF F P J フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬
@フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg

「杏林」
フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬
⑤フエキソフエナジン塩酸塩錠 60mg

rKOGJ フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬
@フエキソフェナジン塩酸塩錠 60m

「ケミフアJ フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 
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内用薬 @フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg
r==和j

フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬
@ブエキソフェナジン塩酸塩錠60m

rz EJ フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬
@フェキソフェナジン塩酸塩錠 60m

「ダイト」
フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬
@フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg

rrOAJ フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬
@フエキソフェナジシ塩酸塩錠60mg

rDKJ フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬 @フエキソフエナジン塩酸塩錠 60mg
rTCKJ フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬 @フエキソフエナジン塩酸塩錠60m
「テパj

フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬 @フエキソフエナジン塩酸塩錠 60mg
「トーワj

フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬
@フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg

「日新J フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬 @フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg
「ファイザーj

フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬 @フェキソフエナジン塩酸塩錠60mg
f明治J フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬 @フエキソフエナジン塩酸塩錠60mg
「モチダJ フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬
@フエキソフエナジン塩酸塩錠60mg

rYDJ フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl錠 。 45.40 

内用薬 @ブシラミン錠 5Om  g r日医ヱJ プシラミン 50mgl錠 。 20.30 

内用薬 ⑤ブシラミン錠 100mg r日医工J ブシラミン 100mgl錠 。 25.80 

内用薬
@ざラパスタチンNa錠 5m g rオーハ

フj
プラパスタチンナトリウム 5mgl錠 。 14.90 

内用薬 @プきパスタチンNa錠 1Om  g rオー
ノ、フJ プラパスタチンナトリウム 10mgl錠 。 32.80 

内用薬
@プラパスタチンナトリウム錠 5mg

rN i k P J プラパスタチンナトリウム 5mgl錠 。 14.90 

内用薬
@、プラパスタチンナトリウム錠 10mg

rN i k.P J プラパスタチンナトリウム 10mgl錠 。 25.20 

内用薬
プラミベキソール塩酸塩OD錠O. 1 プフミペキソール塩酸塩水和

0.125mgl錠 。 29.60 
25m g rトーワj 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩OD錠 O. 5 プフミベキソール塩酸塩水和 O. 5mg 1錠 。 101. 30 
m g  rトーワJ 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠O. 125 プフミベキソール塩酸塩水和

0.125mgl錠 。 29.60 
m g  rアメノレJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 125 プフミベキソール塩酸塩水和 0.125mgl錠 。 29.60 
m g rE EJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 125 プフミベキソーノレ塩酸塩水和

0.125mgl錠 。 29.60 
m g r AAJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 125 プフミベキソーノレ塩酸塩水和

0.125mgl錠 。 29.60 
mg  rSNJ 物

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠O. 125 プフミベキソール塩酸塩水和

0.125mgl錠 。 29.60 
mg  rFFPJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 125 プフミベキソール塩酸塩水和 0.125mgl錠 。 29.60 
m g  rMEEKJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 125 プフミベキソール塩酸塩水和 0.125mgl錠 。 29.60 
m g rKOJ 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠O. 125 プフミベキソール塩酸塩水和 0'. 1 25m g 1錠 。 29.60 
mg  rザイダスJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 125 プフミペキソーノレ塩酸塩水和

0.125mgl錠 。 29.60 
m g rサワイJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 125 プフミベキソール塩酸塩水和

0.125mgl錠 。 29.60 
mg  rJGJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 125 プフミベキ.ソール塩酸塩水和

0.125mgl錠 。 29.60 
mg  rタカタj 物
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内用薬
プラミペキソーノレ塩酸塩錠O. 125 プフミベキソール塩酸塩水和

O.125mgl錠 。 29.60 
m g  fDSEPJ 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠O. 125 プフミベキソール塩酸塩水和

O.125mgl錠 。 29.60 
mg  fTCKJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 125 プフミベキソーノレ塩酸塩水和

O.125mgl錠 。 29.60 
m g f日医工j 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠 O. 125 プフミベキソール塩酸塩水和

O.125mgl錠 。 29. 60 
mg  f日新j 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠O. 125 プフミベキソーノレ塩酸塩水和

O.125mgl錠 。 29.60 
mg  f明治J 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠O. 125 プフミベキソール塩酸塩水和

O.125mgl錠 。 29.60 
m g fYDJ 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠O. 5mg プフミベキソール塩酸塩水和

O.5mgl錠 。 101. 30 
「アメノレ」 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠O. 5mg プフミベキソール塩酸塩水和

O. 5mg 1錠 。 101. 30 
fE EJ 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠O. 5mg プフミベキソール塩酸塩水和

O. 5mg 1錠 。 101. 30 
fAAJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 5mg プフミベキソー/レ塩酸塩水和

O. 5mg 1錠 。 101. 30 
fS NJ 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠 O. 5mg プフミベキソール塩酸塩水和

O. 5mg 1錠 。 101. 30 
fF F P J 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠O. 5mg プフミベキソール塩酸塩水和

O.5mgl錠 。 101. 30 
fME EKJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 5mg プフミベキソーノレ塩酸塩水和

O.5mgl錠 。 101. 30 
fKOJ 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠O. 5mg プフミベキソール塩酸塩水和

O. 5mg 1錠 。 101. 30 
「ザイダスJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 5mg プラミベキソール塩酸塩水和

O.5mgl錠 。 101. 30 
「サワイJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠 O. 5mg プフミペキソール塩酸塩水和

O.5mgl錠 。 101. 30 
f J G J 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠 O. 5mg プフミベキソール塩酸塩水和

O.5mgl錠 。 101. 30 
「タカタJ 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠 O. 5mg プフミベキソール塩酸塩水和

O. 5mg 1錠 。 101. 30 
fD S E P J 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠O. 5mg プフミベキソーノレ塩酸塩水和

O. 5mg 1錠 。 101. 30 
fTCKJ 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠 O. 5mg プフミベキソール塩酸塩水和

O.5mgl錠 。 101. 30 
「日医工J 物

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠O. 5m  g プフミベキソーノレ塩酸塩水和

O. 5mg 1錠 。 101. 30 
「日新J 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠O. 5mg プフミベキソール塩酸塩水和

O. 5mg 1錠 。 101. 30 
「明治J 物

内用薬
プラミベキソーノレ塩酸塩錠 O. 5mg プフミベキソール塩酸塩水和

O. 5mg 1錠 。 101. 30 
fYDJ 物

内用薬
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg

プロカテロール塩酸塩水和物 O.0005%lmL 。 3.80 
/mL fテパj

内用薬
プロカテローノレ塩酸塩シロップ 5μg

プロカテロール塩酸塩水和物 O.0005%lmL 。 3.80 
/mL f日医工J

内用薬
プロカテロール塩酸塩錠 25μg f日

プロカテロール塩酸塩水和物 O.025mgl錠 。 5.60 
医工J

内用薬
ブロチゾラム錠 O. 125mg fN 

ブロチゾラム O.125mgl錠 。 5.60 
PJ 

内用薬 ブロチゾラム錠O. 25m g fN P J ブロチゾラム O.25mgl錠 。 7.60 

内用薬
ブロチゾラム錠 O. 25mg fアメ

プロチゾラム O.25mgl錠 。 丘 10
ノレj

内用薬
ブロチゾラム錠 O. 25mg rトー

プロチゾラム O.25mgl錠 。 7.60 
ワJ

内用薬
ブロチゾラム錠O. 25mg f日医

ブロチゾラム O.25mgl錠 。 7.60 
工J

内用薬
@プロピペリン塩酸塩錠 10mg fy 

DJ 
プロピペリン塩酸塩 lOmgl錠 。 33.30 
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内用薬
@プロヒ刈ン塩酸塩錠20mg fy 

DJ 
プロピペリン塩酸塩 20mgl錠 。 52. 70 

内用薬 @プロプコール錠25 O'm g f日医工J プロプコール 250mgl錠 。 6.40 

内用薬
プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル

プロプラノロール塩酸塩 60mglカプセノレ 。 36.40 
60mg fサワイJ

内用薬 ブロムベリドール細粒 1% fサワイ j ブロムベリドール l%lg 。 30. 70 

内用薬 プロムベリドール錠 1mg  rサワイJ ブロムベリドール lmgl錠 。 5.60 

内用薬 ブロムベリドール錠 3mg fサワイJ ブロムベリドール 3mgl錠 。 11. 60 

内用薬 ブロムベリドール錠 6mg  rサワイJ ブロムベリドール 6mgl錠 。 19.20 

内用薬
ブロモクリプチン錠 2. 5mg fフ

ブロモクリプチンメシル酸塩 2. 5mg 1錠 。 48.60 
ソー」

内用薬
@ベクロテンメシノレ酸塩錠6mg  fC 

EOJ 
ベタヒスチンメシル酸塩 6mgl錠 。 6.00 

内用薬
@ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg fT 

SUJ 
ベタヒスチンメシル酸塩 6mgl錠 。 6.00 

内用薬 @ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg
fCEOJ 

ベタヒスチンメシル酸塩 12mgl錠 。 6.30 

内用薬 @ベニジピン塩酸塩錠 2mg fトーワJ ベニジピン塩酸塩 2mgl錠 。 20.30 

内用薬 ⑤ベニジピン塩酸塩錠4mg fトーワJ ベニジヒ。ン塩酸塩 4mgl錠 。 38.20 

内用薬 @ベニジピン塩酸塩錠8mg fトーワj ベニジピン塩酸塩 8mgl錠 。 68.00 

内用薬
@ベラパミル塩酸塩錠40mg fツノレハ

フJ
ベラパミル塩酸塩 40mgl錠 。 6.30 

内用薬
@ベラプロスト N a錠 20μg fオーハ

フ」
ベラプロストナトリウム 20μg 1錠 。 24.80 

内用薬
@ベラプロスト Na錠 20μg fトー

ワj
ベラプロストナトリウム 20μg 1錠 。 32.90 

内用薬 ⑤ベラプロスト Na錠20μg fYDJ ベラプロストナトリウム 20μg 1錠 。 24.80 

内用薬
@ベラプロスト Na錠40μg fトー

ワJ
ベラプロストナトリウム 40μg 1錠 。 62.901 

内用薬 ⑤ベラプロスト Na錠40μg fYDJ ベラプロストナトリウム 40μg 1錠 。 38.40 

内用薬
@ベラプロストナトリウム錠 20μg

fFJ 
ベラプロストナトリウム 20μg 1錠 。 27.601 

内用薬
ペリンドプリルエルブミン錠 2mg

ペリンドプリルエルブミン 2mgl錠 。 41. 40 
fサワイ j

内用薬
ペリンドプリルエルブミン錠4mg

ペリンドプリノレエルブミン 4mgl錠 。 72.20 
fサワイJ

内用薬 ベンズブロマロン錠 25mg  fテパJ ペンスブロマロン 25mgl錠 。 5.60 

内用薬 ベンズプロマロン錠 50mg rテパ」 ベンズブロマロン 50mgl錠 。
内用薬 @ボグリボース錠O. 2mg fNSJ ボグリボース 0.2mgl錠 。 16. 

内用薬 ⑤ボグリボース錠O. 2mg f杏林J ボグリボース O. 2mg 1錠 。 20.90
1 

内用薬
@ボグリボース錠 O. 2mg  fケミ

ファJ
ボグリボース Q.2mgl錠 。

内用薬 ⑤ボグリボース錠O. 2mg fYDJ ボグリボース 0.2mgl錠 。 16.80 

|内用薬 @ボグリボース錠O. 3 m g fN S J ボグリボース 0.3mgl錠 。 23.40 

|内用薬 @ボグリボース錠O. 3mg f杏林J ボグリボース O. 3mg 1錠 。 28.80 

l 内用薬 Oボグリボース錠 O. 3mg  fケミ、 ボグリボース
ファ」

O. 3mg 1錠 。 28.801 
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内用薬 ⑤ボグリボース錠O. 3mg rYOJ ボグリボース 0.3mg1錠 。 23.40 

内用薬 マグミット細粒83% 酸化マグネシウム 83%lg 。 13.60 

内用薬 ⑤マニジピン塩酸塩錠 5mg r日医工j マニジピン塩酸塩 5mg1錠 。 9.90 

内用薬
⑤マニジピン塩酸塩錠 10mg r日医

工J
マニジピン塩酸塩 10mg1錠 。 14.80 

内用薬
⑤マニジピン塩酸塩錠 20mg r日医

工」
マニジピン塩酸塩 20mg1錠 。 25.50 

内用薬
メキシレチン塩酸塩カプセノレ50mg

メキシレチン塩酸塩 50mg1カプセル 。 6.80 
「サワイJ

内用薬
メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg

メキシレチン塩酸塩 50mg1カプセル 。 6.80 rTCKJ 

内用薬
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg

メキシレチン塩酸塩 50mglカプセル 。 6.80 
「日医工」

内用薬
メキシレチン塩酸塩カプセル 100m

メキシレチン塩酸塩 100mg1カプセル 。 13.80 
g rサワイJ

内用薬
メキシレチン塩酸塩カプセノレ 100m

メキシレチン塩酸塩 100mg1カプセル 。 13. 80 
g r日医工J

内用薬 メコパラミン錠 250μg rYOJ メコノ〈ラミン 0.25mgl錠 。 5.60 

内用薬 メコパラミン錠 500μg rYOJ メコノ〈ラミン O. 5mg 1錠 。 5.60 

内用薬 @メトプロロ可レ酒石酸塩錠20m
「サワイJ メトプロロール酒石酸塩 20mg1錠 。 7.30 

内用薬 @メトプロロール酒石酸塩錠40m
「サワイ」

メトプロローノレ酒石酸塩 40mg1錠 。 7.40 

内用薬
メドロキシプロゲステロン酢酸エステ メドロキシプロゲステロン酢

2.5mg1錠 。 12.20 
ル錠 2. 5mg rpPJ 酸エステル

内用薬 @メフノレシド錠 25mg r日医工j メフルシド 25mg1錠 。 6.00 

内用薬 ラニチジン錠 75mg rYOJ ラニチジン塩酸塩 75mg1錠 。 8.30 

内用薬 ラニチジン錠 150mg rYOJ ラニチジン塩酸塩 150mg1錠 。 13.60 

内用薬 ⑤リシノプリル錠 5m g rオーハラJ リシノプリル水和物 5mg1錠 。 11. 40 

内用薬 ⑤ リシノプリノレ錠 5mg r日医工J リシノプリル水和物 5mg1錠 。 12. 70 

内用薬 ⑤リシノプリノレ錠 10mg rオーハラJ リシノプリノレ水和物 1 Omg 1錠 。 14.20 

内用薬 ⑤リシノプリル錠 10mg r日医工」 リシノプリル水和物 10mg1錠 。 15. 70 

内用薬 @リシノプ リル錠 20mg rオーハラJ リシノプリノレ水和物 20mgl錠 。 19.10 

内用薬 ③リシノプリノレ錠 20mg r日医工J リシノプリル水和物 20mg1錠 。 20.40 

内用薬
リスペリドン00錠 O. 5mg rアメ

リスベリドン O. 5mg 1錠 。 6. 70 
ノレJ

内用薬
リスベリドン00錠 O. 5mg rヨシ

リスベリドン 0.5mg1錠 。 12.20 
トミ j

内用薬
リスベリドン00錠 1m g rヨシト

リスベリドン 1mg1錠 。 21. 90 

内用薬
リスベリドン00錠 2mg rヨシト

リスベリドン 2mg1錠 。 39.60 

内用薬 リスペリドン00錠 3mg rアメルJ リスベリドン 3mg1錠 。 35.00 

内用薬
リスベリドン00錠 3mg rヨシト

リスベリドン 3mg1錠 。 57.40 

内用薬
@リセドロン酸Na塩錠 2. 5mg rタ リセドロン酸ナトリウム水和

2. 5mg 1錠 。 63.90 
ナベj 物

内用薬
@ リセ ドロン酸Na塩錠 17. 5mg リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 401. 60 
「タナベj 物
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内用薬
@リセドロン酸Na錠 2. 5mg rS リセドロン酸ナトリウム水和

2.5mg1錠 。 63. 90 
NJ 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 2. 5mg r杏 リセドロン酸ナトリウム水和

2. 5mg 1錠 。 63.90 林」 物

内用薬
⑤リセドロン酸Na錠 2. 5mg rサン リセドロン酸ナトリウム水和

2. 5mg 1錠 。 63.90 ドj 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5mg rS リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 401. 60 
NJ 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5 m g rN リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 446.20 
PJ 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5mg リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 401. 60 rFJ 物

内用薬 @リセドロン酸Na錠 17. 5mg rF リセドロン酸ナトリウム水和
17.5mg1錠 。 446.20 

F P J 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5mg r杏 リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 401. 60 林」 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5mg rサ リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 401. 60 
ンドJ 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5mg rJ リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 401. 60 
GJ 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5mg rZ リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 446.20 
EJ 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5mg rタ リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 446.20 
カタJ 物

内用薬 @リセドロン酸Na錠 17. 5mg rテ リセドロン酸ナトリウム水和
17.5mg1錠 。 446.20 ノ王j 物

内用薬 @リセドロン酸Na錠 17. 5mg リセドロン酸ナトリウム水和
17.5mg1錠 。 446. 20 

「トーワJ 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5mg r日 リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 446.20 
医工J 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5mg r日 リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 446.20 
新」 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5mg リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 401. 60 
「ファイザーJ 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5mg r明 リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。
治j 物

446.20 

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5 m g リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 446.20 
「ユートグ j 物

内用薬
@リセドロン酸Na錠 17. 5 m g fy リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 401. 60 
DJ 物

内用薬
@リセドロン酸ナトリウム錠 17. 5m  リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 401. 60 g fアメノレj 物

内用薬
@リセドロン酸ナトリウム錠 17. 5m  リセドロン酸ナトリウム水和

17.5mg1錠 。 446.20 g fケミファ」 物

内用薬 リーパクト配合経口ゼリー
イソロイシン・ロイシン・ノ〈

2 0 g 1個 246. 50 
リン

内用薬 リパロ OD錠 1mg ピタパスタチンカルシウム 1mg1錠 66.40 

内用薬 リパロ OD錠 2mg ピタパスタチンカルシウム 2mg1錠 125.90 

内用薬
リボフラピン酪酸エステル細粒 10%

リボフラピン酪酸エステノレ 10%1g 。 6.20 「ツノレノ、ラj

内用薬
リボフラピン酪酸エステル錠 20mg

リボフラピン酪酸エステル 20mg1錠 。 5.40 
「ツノレハラJ

内用薬 硫酸バリウム散 98. 8%  fホリイJ 硫酸バリウム 98.8%10g 14.80 

内用薬 ノレナベル配合錠LD
ノルエチステロン・エチニル

1錠 327.90 
エストラジオール

内用薬
ロキシスロマイシン錠 150mg fR

ロキシスロマイシン 150mg1錠 。 40. 70 
MJ 

内用薬
ロキソプロフェンNa細粒 10%  ry ロキソプロフェンナトリウム

10%1g 。 10. 60 
DJ 水和物

内用薬
ロキソプロフェンNa錠 60mg r三 ロキソプロフェンナトリウム

60mg1錠 。 6. 10 
和J 水和物
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内用薬
ロキソプロフェンNa錠 60mg ロキソプロフェンナトリウム

60mg1錠 。 6. 10 
「トーワJ 水和物

内用薬
ロキソプロフェンNa錠 60 m g fy ロキソプロフェンナトリウム

60mg1錠 。 7.80 
DJ 水和物

内用薬
ロフラゼプ酸エチノレ錠 1m g fサワ

ロフラゼプ酸エチノレ 1mg1錠 。 9.20 
イJ

内用薬
ロフラゼプ酸エチル錠2mg fサワ

ロフラゼプ酸エチル 2mg1錠 。 14.80 
イ」

内用薬
ロベラミド塩酸塩カプセル 1mg  fフ

塩酸ロベラミド 1mg1カプセル 。 15.00 
ソーJ

内用薬
ロベラミド塩酸塩細粒O. 1 % fフ

塩酸ロベラミド O.l%lg 。 15.40 
ソーj

内用薬
ロベラミド塩酸塩細粒O. 2% fフ

塩酸ロベラミド O. 2%1 g 。 32.20 
ソー」

内用薬 ロラタジンDS 1 % fサワイJ ロラタジン l%lg 。 144. 50 

内用薬
ロラタジンドライシロップ 1% f日医

ロラタジン l%lg 。 144.50 
工J

注射薬
@アシクロピノレ点滴静注液 250mg アシクロピノレ

250mg100mL 。 1， 123 
バッグ 10 0 mL  fアイロムj 1袋

注射薬
アシクロピル点滴静注用 250mg

アシクロピノレ 250mg1瓶 。 872 
「アイロムj

注射薬
@アミカシン硫酸塩注射液 100mg

fN i k P J 
アミカシン硫酸塩 100mg1管 。 104 

注射薬
アルプロスタジルアルファデクス注射 アルプロスタジルアルファ

2 0μg 1瓶 。 507 
用 20μg fAFPJ デクス

イオパミドール 300注 50mL fH 
イオパミドール

61. 24%50mL 。 3， 143 注射薬
KJ 1瓶

イオパミドール 300注 100mL 61. 24%100m 
注射薬 イオパミドール

L 1瓶
。 4，548 

fHKJ 

イオパミドール 370注シリンジ 50 
イオパミドール

75. 52%50mL 。 3，938 注射薬
mL  fHKJ 1筒

イオパミドール 370注シリンジ 80
イオパミドーノレ

75. 52%80mL 。 4，562 注射薬
m L fHKJ 1筒

イオパミドール 370注シリンジ 10 
イオパミドーノレ

75. 52%100m 。 5，973 注射薬
OmL fHKJ L 1筒

イオパミドール 370注 20mL fH 
イオパミドール

75. 52%20mL 。 1， 761 注射薬
KJ 1瓶

イオパミドール 370注 5OmL fH 
イオパミドール

75. 52%50mL 。 3，477 注射薬
KJ 1瓶

イオパミドール 370注 100mL
イオパミドール

75. 52%100m 。 5，817 注射薬
fHKJ L 1瓶

イオヘキソーノレ300注シリンジ 10 
イオヘキソール

64. 71%100m 。 4，564 注射薬 o mL  fHKJ L1筒

注射薬 1%ディプリパン注 プロポフォール
200mg20mL1 

1，275 
瓶

注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40m

イリノテカン塩酸塩水和物 40mg2mL1瓶 。 3， 124 
g fN P J 

注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40m

イリノテカン塩酸塩水和物 40mg2mL1瓶 。 3， 124 
g fトーワJ

注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40m

イリノテカン塩酸塩水和物 40mg2mL1瓶 。 3， 124 
g f日医工J

注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100

イリノテカン塩酸塩水和物 100mg5mL1瓶 。 7，334 
m g fN P J 

注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100

イリノテカン塩酸塩水和物 lOOmg5mLl瓶 。 7， 334 
mg  fトーワj

注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100

イリノテカン塩酸塩水和物 100mg5mL1瓶 。 7，334 
mg  f日医工J

注射薬
エダラボン点滴静注30mg fTC 

エダラボン 30mg20mLl管 。 3， 769 
KJ 

注射薬
エピノレピシン塩酸塩注射液 10mg/

エピルピシン塩酸塩 10mg5mL1瓶 。 3， 131 
5mL fホスピーラJ

注射薬
エヒ。ルピシン塩酸塩注射液 50mg/

エピルピシン塩酸塩 50mg25mL1瓶 。 10， 762 
25mL fホスピーラj
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注射薬
エポプロステノール静注用 O. 5mg エポプロステノールナトリウ

O.5mg1瓶 。 9，210 
fACTJ ム

注射薬
エポプロステノール静注用 O. 5mg エポプロステノールナトリウ O. 5mg 1瓶(溶解 。 9，430 
fACTJ ム 液付

注射薬
エポプロステノーノレ静注用 1. 5mg エポプロステノールナトリウ

1.5Iilg1瓶 。 18，898 
fACTJ ム

注射薬
エポプロステノーが静注用1. 5mg エポプロステノールナトリウ 1. 5mg 1瓶(溶解 。 19，118 
fACTJ ム 液付

注射薬
Lーアスパラギン酸カリウム点滴静注

Lーアスパラギン酸カリウム
17. 12%10mL 。 56 

液 10 mE  q fトーワ」 1管. 
オザグレノレNa点滴静注80mgパッ 80mg200mL1 

注射薬
グ「テルモj

オザグレルナトリウム
袋

。 1，384 

注射薬
コカルボキシラーゼ注射用 25mg

コカノレボキシラーゼ
25mg1管(溶解液 。 56 

「イセイJ 付)

/注射薬
コカノレボキシラーゼ注射用 50mg

コカルポキシラーゼ 50mg1管 (溶解付液) 。 56 
「イセイj

注射薬 サイゼン注用1. 33mg 
ソマトロビン(遺伝子組換 1.33mg1瓶(溶

8，237 
え) 解液付)

注射薬 サイゼン皮下注射液 12mg
ソマトロビン(遺伝子組換

12mg1筒 64，085 
え)

注射薬 サイゼン皮下注用 8mg
ソマトロビン(遺伝子組換 8mg1瓶(溶解液

43，906 
え) 付)

注射薬
@セフアゾリンナトリウム注射用 O. 5 

g f日医工」
セファゾリンナトリウム 500mg1瓶 。 122 

注射薬
@セフアゾリンナトリウム注射用 1g 

f日医工J
セファゾリンナトリウム 1 g 1瓶 。 122 

注射薬
@セフアゾリンナトリウム注射用 2g

「日医工」
セファゾリンナトリウム 2 g 1瓶 。 259 

注射薬
@セフォチアム塩酸塩静注用 O. 2 5 g 

fN P J 
セフォヂアム塩酸塩 250mg1瓶 。 231 

注射薬
@セフォチアム塩酸塩静注用 O. 5 g 

fN P J 
セフォチアム塩酸塩 500mg1瓶 。 280 

注射薬
@セフォチアム塩酸塩静注用 1g fN 

Pj セフォチアム塩酸塩 1 g 1瓶 。 356 

注射薬
セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1g 

セフォチアム塩酸塩 1塩g 1キット(生理食 。 699 
バッグ fNPj ;夜 10'OmL付)

注射薬
テイコプラニン点滴静注用 200mg

テイコプラニン 200mg1瓶 。 3，115 f明治」

注射薬
テイコプラニン点滴静注用 400mg

テイコプラニン 400mg1瓶 。 4，680 
「明治J

注射薬
デキストロメトルファン臭化水素酸塩 デキストロメトルファン臭化

O. 5%1mL1管 。 54 
注射液 5mg f日医工j 水素酸塩水和物

注射薬
ドセタキセル点滴静注用 20mg fあ

ドセタキセル 20m 瓶gO. 5mL1 。 12，552 
すかJ (溶解液付)

注射薬
ドセタキセル点滴静注用 80mg fあ

ドセタキセノレ
80mg2mL1瓶 。 43， 164 

すかJ 溶解液付)

注射薬
ドブタミン塩酸塩点滴静注 100mg

ドブタミン塩酸塩 100mg1管 。 301 
fKNJ 

注射薬
ドブタミン点滴静注 1OOmg fAF 

ドブタミン塩酸塩 100Iilg1管 。 416 Pj 

注射薬 @トラネキサム酸注 1g fN P J トラネキサム酸 10%10mL1管 。 61 

注射薬
トラネキサム酸注 1gシリンジ fN

トラネキサム酸 10%10mL1筒 。 166 
PJ 

注射薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用 1

ナファモスタットメシル酸塩 10mg1瓶 。 252 
Omg fAFPJ 

注射薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用 5

ナファモスタットメシル酸塩 50mg1瓶 。 691 
O'mgfNikPJ 

注射薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用 1

ナファモスタットメシル酸塩 100mg1瓶 。 865 
OOmg fAFPJ 

注射薬
ナファモスタットメシノレ酸塩注射用 1

ナファモスタットメシル酸塩 100mg1瓶 。 1， 749 o 0 m g fN i k P J 

注射薬
ニトログリセリン点滴静注25mg/

ニトログリセリン 25mg50mL1袋 。 1，647 
50mL fHKJ 
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注射薬 ノボラピッド注 フレックスタッチ
インスリンアスバルト(遺伝

300単位 1キット 2，319 
子組換え)

注射薬
パクリタキセル注射液 10 0 m g rN 

パクリタキセノレ
100mg16.7m 。 15，474 

PJ L1瓶

注射薬
パクリタキセル注射液 30mg rN 

パクリタキセノレ 30mg5mL1瓶 。 5，587 
PJ 

注射薬
ヒアルロン酸Na関節注 25mgシリ

ヒアルロン酸ナトリウム 1%2. 5mL1筒 。 589 
ンジ rNPJ 

注射薬
ビダラピン点滴静注用 300mg

ピダラピン 300mg1瓶 。 5，239 r F J 

注射薬 5-FU注 250mg フノレオロウラシル 250mg1瓶

注射薬
⑤ Zアモチジン注射用 10mg rオーハ

フJ
ファモチジン 10mg1管 。 92 

注射薬 ⑤フアモチジン注射用 10mg rテパJ ファモチジン 10mg1管 。 102 

注射薬 @~アモチジン注射用 20m g rオーハ
フJ

ファモチジン 20mgl管 。 140 

注射薬 ③フアモチジン注射用 20mg rテパj ファモチジン 20mgl管 。 140 

注射薬 @フアモチジン注用 10mg rトーワj ファモチジン 10mg1管 。 102 

注射薬 ⑤フアモチジン注用 20mg fトーワJ ファモチジン 20mgl管 。 140 

注射薬
ブチルスコポラミン臭化物注 20mg

ブチルスコポラミン臭化物 20mglmL1筒 。 159 
シリンジ fNPJ 

注射薬 ブドウ糖注 5%シリンジ fNP J ブドウ糖 5%20mLl筒 。 176 

注射薬 ブドウ糖注 20%シリンジ rNPJ ブドウ糖 20%20mL1筒 。 178 

注射薬
フルコナゾール静注液 50mg fイセ

フルコナゾール 0.1%50mLl瓶 。 1，011 
イ」

注射薬
フノレコナゾール静注液 100mg fイ

フルコナゾール 0.2%50mLl瓶 。 1，400 
セイj

注射薬
フルコナゾール静注液 100mg fテ

フルコナゾー/レ O. 2%5 OmL 1袋 。 1，390 
ハJ

注射薬
フノレコナゾール静注液 200mg fイ

フルコナゾーノレ 0.2%100mLl 。 1，893 
セイ」 瓶

注射薬
フルコナゾール静注液 200mg fテ

フルコナゾール
0.2%100mLl 。 1， 761 

ノ'J 袋

注射薬
プロチレリン酒石酸塩注 1mg rN 

プロチレリン酒石酸塩水和物 1mglmLl管 。 1，020 PJ 

注射薬
プロチレリン酒石酸塩注2mg fN 

プロチレリン酒石酸塩水和物 2mg1mL1管 。 2，559 PJ 

注射薬
@ホスホマイシンNa静注用 O. 5 g 

「タカタJ ホスホマイシンナトリウム 500mgl瓶 。 199 

注射薬
@ホスホマイシンNa静注用 1g fタカ

タj
ホスホマイシンナトリウム 1 g 1瓶 。 361 

注射薬
@ホスホマイシンNa静注用 2g rタカ

タj
ホスホマイシンナトリウム 2 g 1瓶 。 567 

注射薬
メコパラミン注 500μgシリンジ

メコノ〈ラミン 500μglmL1筒 。 164 fN P J 

注射薬
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50.mg

リトドリン塩酸塩 1%5mLl管 。 242 
「オーハラJ

外用薬 アシクロピル軟膏 5% rテパj アシクロピノレ 5%lg 。 145.90 

外用薬
オキシブプロカイン塩酸塩点眼液O.

オキシブ、プロカイン塩酸塩 0.4%lmL 。 8.90 4% rニットーJ

外用薬
オフロキサシン点眼液O. 3 % rテ

オフロキサシン O. 3%lmL 。 43.00 
ノ"J

外用薬
クロベタゾン酪酸エステル軟膏 O.。

クロベタゾン酪酸エステル 0.05%lg 。 12.40 5% rテイコク j

外用薬
クロノレヘキシジングルコン酸塩消毒用 クロルヘキシジングルコン酸

5%10mL 。 10.30 
液 5% rN P J 塩
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外用薬
ケトプロフェンテープ20mg fテイ

ケトプロフェン 7cmX10cm1枚 。 14. 30 
コク j

外用薬
ケトプロフェンテープ40mg fテイ

ケトプロフェン
10cmx14cml 。 19.80 

コク」 枚

外用薬
ジフルプレドナート軟膏O. 05% 

ジフルプレドナート 0.05%lg 。 12.30 
fKNJ 

外用薬
硝酸イソソルピドテープ40mg fテ

硝酸イソソルピド 40mg1枚 。 45. 10 
イコクJ

外用薬 消毒用アルコール配合液 fNPJ エタノール 10mL 4. 30 

外用薬 消毒用エタノール IPA液「東豊j エタノール 10mL 。 6.30 

外用薬
ツロブテロールテープO. 5mg fy 

ツロブテロール o. 5mg 1枚 。 33.60 
PJ 

外用薬 ツロブテロールテープ 1mg fYPJ ツロブテロール lmg1枚 。 45.50 

外用薬 ツロプテロールテープ2mg fYPJ ツロブテローノレ 2mg1枚 。 59.20 

外用薬 ティアバランス点眼液O. 3% ヒアルロン酸ナトリウム O. 3%5mL1瓶 。 467.60 

外用薬
@テルピナフイン塩酸塩クリーム 1%

「日医工」
テノレピナフィン塩酸塩 l%lg 。 20. 10 

外用薬 ヒアロンサン点眼液O. 3% ヒアルロン酸ナトリウム O. 3%5mL1瓶 。 430.00 

外用薬 ピダラピン軟膏 3% fイワキj ピダラピン 3%lg 。 132.20 

外用薬 ピダラピン軟膏 3% fF J ピダラピン 3% 1 g 。 132.20 

外用薬
フェルピナクパップ 70mg fラクー

フェルピナク
l'OcmX14cm1 。 15. 10 

ノレJ 枚

外用薬
フェノレピナクパップ 140mg fラ

フェルピナク
20cmX14cm1 。 24. 70 

クール」 枚

外用薬
フェルピナクローション 3% fラクー

フェルピナク 3%lmL 。 4.00 
/レJ

外用薬
@ フエ ンタニル3日用テープ2. 1 m 

「明治」
フエンタニル 2. lmg 1枚 。 1，260.80 

外用薬
@ フ エ ン タニル3日用テープ4. 2m 

「明治J
フエンタニル 4. 2mg 1枚 。 2，338.50 

外用薬
@ フエ ンタニル3日用テープ8. 4m 

「明治」
フエンタニノレ 8. 4mg 1枚 。 4，337.40 

外用薬
@フ エン タニル3日用テープ 12. 6m 

g f明治」 フエンタニル 12.6mg1枚 。 6，225.40 

外用薬
@ フ エ ン タニル3日用テープ 16. 8m 

g f明治J フエンタニル 16.8mg1枚 。 8，044.90 

外用薬
フルオシノニドクリーム O. 05% 

フルオシノニド 0.05%lg 。 9. 10 
「テイコク」

外用薬
フルオシノニド軟膏0.05%fテイ

フルオシノニド 0.05%lg 。 9. 10 
コク j

外用薬 フノレチカゾン噴点霧鼻液 25μg小児用 フルチカゾンプロピオン酸エ 2.04mg4mL1 。 549.30 
「杏林J5 6 用 ステル 瓶

外用薬
フルチカゾン点、鼻液 50μg f杏林J フルチカゾンプロピオン酸エ 2.04mg4mL1 。 512. 10 
28噴霧用 ステル 瓶

外用薬
フルチカゾン点鼻液 50μg f杏林j フルチカゾンプロピオン酸エ 4.08mg8mL1 。 968. 10 
5 6噴霧用 ステル 瓶

外用薬
プレドニゾロンクリーム O. 5% fテ

プレドニゾロン O. 5%1 g 8. 10 
イコク j

外用薬 プロピスク O. 6眼粘弾剤 1% ヒアルロン酸ナトリウム 1%0.6mL1筒 。 3，696.50 

外用薬
ベタメタゾンジプロピオン酸エステノレ ベタメタゾンジプロピオン酸 0.064%lg 。 9.40 
クリーム O. 064% fテイコクJ エステル

外用薬
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル ベタメタゾンジプロピオン酸 0.064%lg 。 9.40 
軟膏0.0'64%fテイコクJ エステル

外用薬 ポピドンヨード含轍用液 7%fYDJ ポピドンヨード 7%lmL 。 2.40 
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外用薬
レボカパスチン点眼液0.025%

レボカパスチン塩酸塩 0.025%lmL 。 96.30 
fKOGJ 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液O. 5 % fK 

OGJ 
レボフロキサシン水和物 O. 5%lmL 。 76. 10 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液1. 5 % fア

メノレj
レボフロキサシン水和物 1. 5%lmL 。 85.50 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液 1. 5% fF 

F P J 
レボフロキサシン水和物 1. 5%lmL 。 85.50 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液1. 5% 

「オーハラJ
レボフロキサシン水和物 1. 5%lmL 。 85.50 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液1. 5 % f科

研j
レボフロキサシン水和物 1. 5%lniL 。 85.50 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液 1. 5 % f杏

林」
レボフロキサシン水和物 1. 5%lmL 。 85. 50 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液1. 5 % fK 

OGJ 
レボフロキサシン水和物 1. 5%lmL 。 76.90 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液 1. 5 % fタ

カタJ
レボフロキサシン水和物 1. 5%lmL 。 85.50 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液 1. 5 % fT 

SJ 
レボフロキサシン水和物 1. 5%lmL 。 85. 50 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液 1. 5 % fア

ノ{J レボフロキサシン水和物 1. 5%lmL 。 85.50 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液 1. 5 % f日

新j
レボフロキサシン水和物 1. 5%lmL 。 85.50 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液 1. 5% 

「ファイザーJ
レボフロキサシン水和物 1. 5%lmL 。 76.90 

外用薬
@レボフロキサシン点眼液 1. 5 % fy 

OJ 
レボフロキサシン水和物 1. 5%lmL 。 85.50 

外用薬
ロキソプロフェンNaゲル 1% fN ロキソプロフェンナトリウム

l%lg 。 4.50 
PJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaゲ、ノレ 1% f J ロキソプロフェンナトリウム

l%lg 。 4.50 
GJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaゲノレ 1% fフ ロキソプロフェンナトリウム

l%lg 。 4.50 
クールJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 
「アメルj 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 
fE EJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 
f S NJ 水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg ロキソプロフェンナトリウム
7cmX10cm1枚 。 19.80 外用薬

fNP J 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 
fF F P J 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 
「科研」 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 
「杏林J 水和物

ロキソプロフェンNaテープ 50mg ロキソプロフェンナトリウム
7cmX10cm1枚 。 19.80 外用薬

fKOGJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 f-=和j 水和物

ロキソプロフェンNaテープ 50mg ロキソプロフェンナトリウム
7cmX10cm1枚 。 19.80 外用薬

f J G J 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmx10cm1枚 。 19.80 
「タカタJ 水和物

ロキソプロフェンNaテープ 50mg ロキソプロフェンナトリウム
7cmX10cm1枚 。 19.80 外用薬

fT S J 水和物

ロキソプロフェンNaテープ 50mg ロキソプロフェンナトリウム
7cmX10cm1枚 。 19.80 外用薬

fOKJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 
「トーワJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 
「日本臓器J 水和物



診療報酬
において

薬価
区分 薬価基準収載名 成分名 規格単位 加算算定等対の象

(円)
となる後
発医薬品

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 
「三笠」 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 
「ユートクJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 
「ラクールJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ50mg ロキソプロフェンナトリウム

7cmX10cm1枚 。 19.80 
iYDJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 g iアメノレj 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g iE EJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。
g iS NJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.601 
g iN P J 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g iFFPJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 g i科研」 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g i杏林J 水和物 枚

ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 
外用薬

g iKOGJ 水和物 枚
。 30.60 

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g i三和J 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g i J G J 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 g iタカタj 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g iT SJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g iDKJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェシナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 g iト}ワJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 g f日本臓器J 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 g f三笠」 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g fュートクJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g fラクーノレj 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaテープ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g fYDJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaパップ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g fN P J 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaパップ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 g f杏林j 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaパップ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g fKOGJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaパップ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 g f三和j 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaパップ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g f J G J 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaパップ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g fタカタ」 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaパップ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 
g fトーワJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンNaパップ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 。 30.60 g f三笠j 水和物 枚

ロキソプロフェンNaパップ 100m ロキソプロフェンナトリウム 10cmX14cm1 
l外用薬 g fYDJ 水和物 枚

。 30.60 
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外用薬
ロキソプロフ-ェンNaパップ200m ロキソプロフェンナトリウム 20cmX14cml 。 47.30 
g r三笠J 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ5 ロキソプロフェンナトリウム

7cmXIOcml枚 。 19.80 
Om g rケミファJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ5 ロキソプロフェンナトリウム

7cmXIOcml枚 。 19.80 
Omg rタイホウJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ5 ロキソプロフェンナトリウム

7cmXIOcml枚 。 19.80 o m g r日医工」 水和物

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ5 ロキソプロフェンナトリウム

7cmXIOcml枚 。 19.80 
Omg rファイザーJ 水和物

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ 1 ロキソプロフェンナトリウム lOcmX14cml 。 30.60 
00 m g rケミファ」 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ 1 ロキゾプロフェンナトリウム lO'cmX14cml 。 30.60 o Omg rタイホウJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンナトリワムテープ 1 ロキソプロフェンナトリウム lOcmX14cml 。 30.60 o Om g r日医工J 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ 1 ロキソプロフェンナトリウム lOcmX14cml 。 30.60 o Om g rファイザーJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムパップ 1 ロキソプロフェンナトリウム lOcmX14cml 。 30.60 o Om g rケミフアJ 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムパップ 1 ロキソプロフェンナトリウム lOcmX14cml 。 30.60 o Om g r日医工J 水和物 枚

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムパップ 1 ロキソプロフェンナトリウム lOcmX14cml 。 30.60 o Om g rファイザーj 水和物 枚



(参考2)

掲示事項等告示

別表第6(平成26年3月31日まで)

区分 品名 成分 規格単位

内用薬 ⑤アイタント錠50 シロスタゾーノレ 50mg1錠

内用薬 ⑤アイタン胤 00 シロスタゾール 100mg1錠

内用薬 ⑤アスラーン錠5mg リシノプリル水和物 5mg1錠

内用薬 ⑤アスラーン錠10mg リシノプリノレ水和物 10mg1錠

内用薬 ⑤アスラーン錠20mg リシノプリノレ水和物 20mg1錠

内用薬 アセメーノレ錠5 アロチノロール塩酸塩 5mg1錠

内用薬 アセメール錠 10 アロチノロール塩酸塩 10mg1錠

内用薬 アテネントイン頼粒25% アルジオキサ 25%1g 

内用薬 アテネントイン頼粒50% . アルジオキサ 50%1g 

内用薬 アテネントイン錠 100mg アルジオキサ 100mg1錠

内用薬 ⑤アニスタジン錠2mg トリクロルメチアジド 2mg1錠

内用薬 ⑤ロスト錠10 カルベジロール 10mg1錠|

内用薬 ⑤アニス ト錠20 カルベジロール 20mg1錠

内用薬 アプネカット経口 10mg テオフィリン 10mg2.5mL1筒

内用薬 アペリール錠 2. 5 ヒ。コスルフアートナトリウム水和物 2. 5mg 1錠

内用薬 アペリールドライシロップ 1% ヒ。コスノレフアートナトリウム水和物 1%1g 

内用薬
アムロジピンODフィルム 2. 5mg r興和テ

アムロジヒ。ンベシル酸塩 2. 5mg 1錠
パJ

内用薬 アムロジピンODフィルム 5mg r興和テパJ アムロジヒ。ンベシル酸塩 5mg1錠

内用薬 ⑤アモベニキシンカプセル 125 アモキシシリン水和物 125mg1カプセル

内用薬 ⑤アモベニキシンカプセル 250 アモキシシリン水和物 250mg1カプセノレ

内用薬 アルファスリーカプセルO. 2 5μg アルファカルシドール O. 25μg 1カプセル

内用薬 アルラント頼粒20% アルジオキサ 20%1g 

内用薬 アロチノイル錠5mg アロチノロール塩酸塩 5mg1錠

内用薬 アロチノイル錠 10mg アロチノロール塩酸塩 10mg1錠

内用薬 アロチノン錠5mg アロチノロール塩酸塩 5mg1錠

内用薬 アロチノン錠 10mg アロチノロール塩酸塩 10mg1錠

内用薬 ⑤アロチーム錠50mg アロプリノール 50mg1錠

内用薬 ⑤アロチーム錠 100mg アロプリノール 100mg1錠

内用薬 ⑤アロリン錠50mg アロプリノール 50mg1錠

内用薬 ③アロリ ン錠100mg アロプリノーノレ 100mg1錠



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 イソクリン錠5mg クロチアゼ、パム 5mg1錠

内用薬 イソクリン錠 10mg クロチアゼ、パム 1 O m，g 1錠

内用薬 ⑤イノ問錠2mg イルソグラジンマレイン酸塩 2mg1錠

内用薬 ⑤ウピロン錠100mg ウルソデオキシコール酸 100mg1錠

内用薬 ⑤ウルソ トラン錠2mg トリクロルメチアジド 2mg1錠

内用薬 ⑤ウルデストン錠 50mg ウルソデオキシコール酸 50mg1錠

内用薬 ⑤ウルデ ストン錠 100mg ウルソデオキシコール酸 100mg1錠

内用薬 ウロリープ錠50 ベンズブロマロン 50mg1錠

内用薬 ⑤エ ジエ ンヌ錠100 シロスタゾール 100mg1錠

内用薬 ⑤エスカロン錠25mg メフノレシド 25mg1錠

内用薬 エスメラルダ錠200 シメチジン 200mg1錠

内用薬 エセプロンカプセル 100mg トコフエロール酢酸エステノレ 100mg1カプセル | 

⑤エチカーム錠O. 5mg 
" 

内用薬 エチゾラム O. 5mg 1錠

内用薬 ⑤エチカーム錠 1mg エチゾラム 1mg1錠

内用薬 ⑤エチゾラン錠O. 5mg エチゾラム O. 5mg 1錠

内用薬 ⑤エチゾラン錠1mg エチゾラム 1mg1錠

内用薬 エピナジオン錠 10 エピナスチン塩酸塩 10mg1錠

内用薬 エピナジオン錠20 エピナスチン塩酸塩 20mg1錠

内用薬 エピナジオンDS小児用 1% エピナスチン塩酸塩 l%lg 

内用薬 エルシボンカプセルO.、 25μg アルファカルシドール O. 25μg 1カプセル

内用薬 エノレ7ンボンカプセルO. 5μg アルファカノレシドール O. 5μg 1カプセル

内用薬 エルシボンカブpセノレ 1. 0μg アルファカルシドール 1μg 1カプセル

内用薬 エルシボ、ンカプセル3. 0μg アルファカルシドール 3μg 1カプρセル

内用薬 エルスプリーC A錠 200mg
L-アスパラギン酸カルシウム水和

1錠
物

内用薬 エノレヒ。ナン錠 10 エピナスチン塩酸塩 10mg1錠

内用薬 エルヒ。ナン錠20 エピナスチン塩酸塩 20mg1錠

内用薬 エノレピナンDS小児用 1% エピナスチン塩酸塩 l%lg 

内用薬 エンプラール錠 10 オメプラゾール 1 Omg 1錠

内用薬 エンプラール錠20 オメプラゾール 20mg1錠

L内用薬 オベアミン錠1. 25 グリベンクラミド 1.25mg1錠

内用薬 オベアミン錠2. 5 グリベンクラミド 2. 5mg 1錠

内用薬 オーペグ ナトリウム・カリウム配合剤 1袋



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 オーロライド錠 150 ロキシスロマイシン 150mg1錠

内用薬 ⑤ガ スポート錠10mg ファモチジン 1 Omg 1錠

内用薬 ⑤ ガスポート錠20mg ファモチジン 20mg1錠

内用薬 ガスポートD錠10mg ファモチジン 10mg1錠

内用薬 ガスポートD錠20mg ファモチジン 20mg1錠

内用薬 カプテレノール錠25μg プロカテロール塩酸塩水和物 0.025mg1錠

内用薬 カプテレノールシロップ5μg/mL プロカテロール塩酸塩水和物 0.0005%lmL 

内用薬 ⑤ガモファ-~2% ファモチジン 2%lg 

内用薬 ⑤ ガモ ファー散 10% ファモチジン 10%lg 

内用薬 ⑤ガモファー錠10mg ファモチジン 10mg1錠

内用薬 ⑤ガモフア-~2 Omg ファモチジン 20mg1錠

内用薬 ガモファーD錠 10mg ファモチジン 10mg1錠

内用薬 ガモファーD錠20mg ファモチジン 20mg1錠

内用薬 カルテロール錠5mg カルテオロール塩酸塩 5mg1錠

内用薬 ⑤カ ルネート錠2. 5mg エナラプリルマレイン酸塩 2.5mg1錠

内用薬 ⑤ カノレネート錠 5mg エナラプリルマレイン酸塩 5mg1錠

内用薬 ⑤ カル ネート錠 10mg エナラプリルマレイン酸塩 10mg1錠

内用薬 カルパジャスト錠30mg
カノレパゾクロムスルホン酸ナトリウ

30mg1錠
ム水和物

内用薬 カンファタニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg1錠

|内用薬 キューカ/レカプセル286mg 球形吸着炭 286mg1カプセノレ

内用薬 キューカノレ細粒分包 2g 球形吸着炭 1 g 

内用薬 グリメピリドOD錠 1m g rタイヨーj グリメピリド 1mg1錠

内用薬 グリメピリドOD錠3mg rタイヨーJ グリメピリド 3mg1錠

内用薬 ⑤ク リ トルカプセル r2 5 0 J セファクロノレ 250mg1カプセル

内用薬 グルタミー/レ錠20mg グリクラジド 20mg1錠

内用薬 グルタミール錠40mg グリクラジド 40mg1錠

内用薬 コパスロー錠2mg ペリンドプリルエノレブミン 2mg1錠

内用薬 コパスロー錠4mg ペリンドプリノレエルブミン 4mg1錠

内用薬 コフノール錠 15mg アンプロキソール塩酸塩 1 5mg 1錠

内用薬 ⑤コリスパー錠 125mg
クロノレフェネシンカノレパミン酸エス

125mg1錠
テル

内用薬 ⑤コリスパー錠250mg
クロノレフェネシンカノレパミン酸エス

250mg1錠
テル

内用薬 コロナモール錠25 ジピリダモール 25mg1錠



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 ⑤サクベノレコート錠 250mg プロブコール 250mg1錠

内用薬 サワタールLAカプセル60mg プロプラノロール塩酸塩 60mg1カプセノレ

内用薬 サワテン錠250mg カルボシステイン 250mg1錠

内用薬 サワテン錠500mg カノレボシステイン 500mg1錠

内用薬 シクポラールカプセル 10 シクロスポリン 10mg1カブPセル

内用薬 シクポラールカプセル25 シクロスポリン 25mg1カプセル

内用薬 シクポラールカプセル50 シクロスポリン 50mg1カプセル

内用薬 ⑤ シ ノ ベ ジール錠50mg シベンゾリンコハク酸塩 50mg1錠

内用薬 ⑤シノベジール錠 100mg シベンゾリンコハク酸塩 100mg1錠

内用薬 シフロキノン錠100 塩酸シプロフロキサシン 100mg1錠

内用薬 シフロキノン錠200 塩酸シプロフロキサシン 200mg1錠

内用薬
⑤ 

「重質JカマグG rヒシヤマJ 酸化マグネシウム 1 0 g 

内用薬 ジノレスタンL錠 50mg タロルマジノン酢酸エステル 50mg1錠

内用薬 シンスタチン錠5mg シンパスタチン 5mg1錠

内用薬 シンスタチン錠 10mg シンパスタチン 10mg1錠

内用薬 シンスタチン錠20mg シンパスタチン 20mg1錠

内用薬 スコーウエ細粒 10% ソファノレコン 10%lg 

内用薬 スコーウエ細粒20% ソファノレコン 20% 1 g 

内用薬 スプラン錠 50mg ジラゼプ塩酸塩水和物 50mg1錠

内用薬 スプラン錠 100mg ジラゼプ塩酸塩水和物 100mg1錠

内用薬 スラックシン錠200mg クロノレゾ、キサゾン 200mg1錠

内用薬 スローハイム錠7. 5 ゾピクロン 7.5mg1錠

内用薬 スローハイム錠 10 ゾピクロン 10mg1錠

内用薬 ⑤セエノレカム錠2 ジアゼパム 2mg1錠

内用薬 ⑤セエノレカム錠5 ジアゼパム 5mg1錠

内用薬 ⑤セエノレカム錠10 ジアゼ、パム 10mg1錠

内用薬 セキロイド錠 100mg テオフィリン 100mg1錠

内用薬 ゼストロミン錠0.25mg プロチゾラム 0.25mg1錠

内用薬 ⑤ セ ナ プ ロスト錠20μg ベラプロストナトリウム 20μg 1錠

内用薬 セネパクール錠 12mg センノシド 12mg1錠

内用薬 セフタックカプセノレ50 テプレノン 50mg1カプセル

内用薬 セフタック細粒 10% テプレノン 10%lg 



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 セプロブロック錠 100 セリプロローノレ塩酸塩 1 0 0 m g' 1錠

内用薬 セプロブロック錠200 セリプロロール塩酸塩 200mgl錠

内用薬 セルマキーノレ錠 15mg アンブロキソーノレ塩酸塩 15mgl錠

内用薬 ⑤セレプシロップ5% パルプロ酸ナトリウム 5%lmL 

内用薬 センナル錠 12mg センノシド 12mgl錠

内用薬 ゾピクーノレ錠7. 5 ゾピクロン 7. 5mg 1錠

内用薬 ゾピクール錠 10 ゾピクロン 10mgl錠

内用薬 ソレルモンSRカブρセノレ37. 5mg ジクロフェナクナトリウム 37.5mglカプセル

内用薬 ソレノレモン錠 25mg ジクロフェナクナトリウム 25mgl錠

内用薬 ダイアグリコ錠 20mg グリクラジド 20mgl錠

内用薬 ダイアグリコ錠40mg グリクラジド 40mgl錠

内用薬 ダイアリード錠 10mg アメジニウムメチル硫酸塩 10mgl錠

内用薬 タリザート錠 100mg オフロキサシン 100mgl錠

内用薬 チアプリム細粒 10% チアプリド塩酸塩 10%lg 

内用薬 ⑤チ アプリム錠25 チアプリド塩酸塩 25mgl錠

内用薬 ⑤ チア プリム錠50 チアプリド塩酸塩 50mgl錠

内用薬 チザニン頼粒O. 2% チザニジン塩酸塩 0.2%lg 

内用薬 チザニン錠 lmg チザニジン塩酸塩 lmgl錠

内用薬 チスボン錠5 ニトラゼパム 5mgl錠

内用薬 チスボン錠 10 ニトラゼパム 10mgl錠

内用薬 テオフルマート L錠 100mg テオフィリン 100mgl錠

内用薬 テオフルマート L錠200mg テオフィリン 200mgl錠

内用薬 テオフノレマート L錠400mg テオフィリン 400mgl錠

内用薬 テオフルマートドライシロップ20% テオフィリン 20%lg 

内用薬 テトリネン錠 lmg チザ、ニジン塩酸塩 lmgl錠

内用薬 デパケンR錠 100 パルプロ酸ナトリウム 100mgl錠

内用薬 デパケンR錠 200 パルプロ酸ナトリウム 200mgl錠

内用薬 ⑤デ、ムナット錠O. 5mg エチゾラム O. 5mg 1錠

内用薬 ⑤ デムナット錠 lmg エチゾラム lmgl錠

内用薬 デライブ錠 lmg オキシブ、チニン塩酸塩 lmgl錠

内用薬 テルピナール錠 125mg テルピナフィン塩酸塩 125mgl錠

内用薬 テルフィナピン錠 125mg テルピナフィン塩酸塩 125mgl錠



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 ⑤ ドキサゾン錠O. 5mg ドキサゾシンメシル酸塩 O. 5mg 1錠|

内用薬 ⑤ ドキサゾン錠 lmg ドキサゾシンメシル酸塩 lmgl錠|

内用薬 ⑤ ドキサゾン錠2mg ドキサゾシンメシル酸塩 2mgl錠

内用薬 ⑤同サゾン錠4mg ドキサゾシンメシル酸塩 4mgl錠

内用薬 トコニジャストカプセノレ200mg トコフエロールニコチン酸エステノレ 200mglカプセル | 

内用薬 ドパコール錠50mg レボドパ・カルピドパ水和物

内用薬 ドパコール錠 100mg レボドパ・カルピドパ水和物 ， 1錠

内用薬 トフィール錠50mg トフィソパム 50mgl錠

〆

内用薬 トライシー細粒20% トリメブ、チンマレイン酸塩 20%lg 

内用薬 トライシー錠 100mg トリメブチンマレイン酸塩 100mgl錠

内用薬 ナオリーゼ錠5mg クロチアゼ、パム 5mgl錠

内用薬 ナオリーゼ錠10mg クロチアゼパム 10mgl錠

内用薬 ニコナス錠 100mg エトドラク 100mgl錠

内用薬 ニコナス錠200mg エトドラク 200mgl錠

内用薬 ニチマロン錠 100mg トリメブチンマレイン酸塩 100rrigl錠

内用薬 ネルフィン錠2. 5 
メドロキシプロゲステロン酢酸エス

2. 5mg 1錠
テル

内用薬 ⑤ノイリラーク錠25mg チアプリド塩酸塩 25mgl錠

内用薬 ハタナジン錠25mg ヒドロキシジンパモ酸塩 25mgl錠

内用薬 ⑤パパベリアン錠6mg ベタヒスチンメシル酸塩 6mgl錠

内用薬 パ/レデ、ケンR錠 100mg パルプロ酸ナトリウム 100mgl錠

内用薬 バノレデ、ケンR錠200mg パルプロ酸ナトリウム 200mg-l錠

内用薬 パノレレオン錠0.125mg トリアゾラム 0.125mgl錠

内用薬 パノレレオン錠O. 25mg トリアゾラム 0.25mgl錠

内用薬 ノ号ーロミン錠2. 5mg ブロモクリプチンメシル酸塩 2. 5mg 1錠

内用薬 バンブロアン錠 15mg アンプロキソーノレ塩酸塩 1 5mg 1錠

内用薬 ピソプール錠 lmg セチプチリンマレイン酸塩 lmgl錠

内用薬 ⑤ ヒ。リカップノレカプセル50mg スノレピリド 50mglカプセル

内用薬 ⑤ ヒノレブ、リンN錠5mg ニセルゴリン 5mgl錠

ピロアン錠25 ジピリダモール 25mgl錠

内用薬 ピロアン錠100 ジピリダモール 100mgl錠

内用薬 ⑤ピロラク トン錠25mg スピロノラクトン 25mgl錠

内用薬 ⑤フアモスタジン散2% ファモチジン 2%lg 



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 ⑤フアモスタジン散 10% ファモチジン 10%lg 

内用薬 ⑤フアモスタジン錠 10 ファモチジン 10mg1錠

内用薬 ⑤フアモスタジン錠20 ファモチジン 20mg1錠

内用薬 ファモスタジンD錠10mg ファモチジン 10mg1錠

内用薬 ファモスタジンD錠20mg ファモチジン 20mg1錠

内用薬 ファンミルカプセノレ50mg ジソピラミド 50mg1カプセル

内用薬 ⑤ ブシ レート錠50 ブシラミン 50mg1錠

内用薬 ⑤ ブシ レート錠100 ブシラミン 100mg1錠

内用薬 ブラウリベラ錠75 ラニチジン塩酸塩 75mg1錠

内用薬 ブラウリベラ錠 150 ラニチジン塩酸塩 150mg1錠

内用薬 ⑤フ。ラテミール錠 100 シロスタゾーノレ 100mg1錠

内用薬 ⑤プラパメ イ ト 錠5mg プラパスタチンナトリウム 5mg1錠

内用薬 ⑤プラノリ イ ト 錠 10mg フ。ラパスタチンナトリウム 10mg1錠

内用薬 ③ プラ メパン錠5 プラパスタチンナトリウム 5mg1錠 l

v' 

内用薬 ⑤プラメパン錠 10 フ。ラパスタチンナトリウム 10mgl錠

内用薬 プリンドリノレ細粒 1% ブロムベリ・ドール l%lg 

内用薬 プリンドリル錠 1 ブロムベリドール 1mg1錠

内用薬 プリンドリル錠3 ブロムベリドール 3mg1錠

内用薬 プリンドリル錠6 ブロムベリドール 6mg1錠

内用薬 ⑤ プレコート錠100mg ウルソデオキシコーノレ酸 100mg1錠

内用薬 ⑤プレラジン錠50 シロスタゾーノレ 50mg1錠

内用薬 ⑤プ レラジン錠100 シロスタゾール 100mg1錠

内用薬 プロカプチンシロップ5μg/mL プロカテロール塩酸塩水和物 0.0005%lmL 

内用薬 ⑤プロスナー錠20μg ベラプロストナトリウム 20μg 1錠

内用薬 ⑤ア。ロスナー錠40μg ベラプロストナトリウム 40μg 1錠

内用薬 ブロゾーム錠0.125mg ブロチゾラム 0.125mg1錠

内用薬 ブロゾーム錠0.25mg ブロチゾラム 0.25mg1錠

内用薬 ブロチゾラン錠0.25mg ブロチゾラム 0.25mg1錠

内用薬 ⑤プロピベ錠10mg プロピペリン塩酸塩 10mg1錠

内用薬 ⑤フ。ロピベ錠20mg プロピペリン塩酸塩 20mg1錠

内用薬 プローミィ内服液O. 3% アンプロキソール塩酸塩 O. 3%lmL 

内用薬 ⑤ベイス ロ ー ス 錠O. 2mg ボグリボース O. 2mg 1錠



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 ⑤ベイスー錠O. 3mg ボグリボース 0.3mgl錠

内用薬 ⑤ベスタミオン錠O. 2 ボグリボース O. 2mg 1錠

内用薬 ⑤ベスタミオン錠O. 3 ボグリボース O. 3mg 1錠

内用薬 ⑤ベニトワ錠2mg ベニジピン塩酸塩 2mgl錠

〆内用薬 ⑤ベニト加mg ベニジピン塩酸塩 4mgl錠

内用薬 ⑤ベニトーワ錠8mg ベニジピン塩酸塩 8mgl錠

内用薬 ⑤ベラドノレ1)ン錠20μg ベラプロストナトリウム 20μg 1錠

内用薬 ⑤ベラド ノ ル 錠40μg ベラプロストナトリウム 40μg 1錠

内用薬 ベリゼリン錠 5mg ドンベリドン 5mgl錠

内用薬 ベリゼリン錠 10mg ドンベリドン 1 Omg 1錠

内用薬 ベルサール細粒 10% オキサゾラム 10%lg 

内用薬 ベノレベロン内用液O. 75% ピコスルフアートナトリウム水和物 O. 75%lmL 

内用薬 ヘノレボッツ錠 10 エピナスチン塩酸塩 1 Omg 1錠

内用薬 ヘルボッツ錠20 エピナスチン塩酸塩 20mgl錠

内用薬 ⑤ベルト錠20μg ベラプロストナトリウム 20μg 1錠

内用薬 ⑤ベロム錠O. 2 ボグリボース O. 2mg 1錠

内用薬 ⑤ベロム錠O. 3 ボグリボース O. 3mg 1錠

内用薬 ベンズブロマロン錠25mg rタイヨー」 ベンズブロマロン 25mgl錠

内用薬 ⑤ボグシ ール錠O. 2 ボグリボース 0.2mgl錠

内用薬 ⑤ボ、グシール錠O. 3 ボグリボース O. 3mg 1錠
ノ

内用薬 ⑤ ボノレピット錠80mg ザ、ルトプロフェン 80mgl錠

内用薬 ⑤マゴチロン錠40mg ベラパミル塩酸塩 40mgl錠

内用薬 ⑤マサトン錠50mg アロプリノール 50mgl錠

内用薬 ⑤マサトン錠100mg アロプリノール 100mgl錠

内用薬 ⑤マニジツプ錠5mg マニジピン塩酸塩 5mgl錠

内用薬 ⑤マニジ ツプ錠10 マニジピン塩酸塩 1 Omg 1錠

内用薬 ⑤マニジツプ錠20 マニジピン塩酸塩 20mgl錠

内用薬 ミオベリゾン錠 50mg エベリゾン塩酸塩 50mgl錠

内用薬 ⑤ ミニケラノール錠50mg アロプリノール 50mgl錠

内用薬 ⑤ ミニプラノール錠 100mg アロプリノール 100mgl錠

内用薬 ミンザイン錠0.125mg トリアゾラム 0.125ingl錠

内用薬 ミンザイン錠O. 25mg トリアゾラム 0.25mgl錠



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 メキシパールカプセル50 メキシレチン塩酸塩 50mg1カプセノレ

内用薬 メキシパールカプセル 100 メキシレチン塩酸塩 100mg1カブρセノレ

内用薬 メチスタ錠250mg カノレボシステイン 250mg1錠

~γ〆

内用薬 メチスタ錠500mg カノレボ、システイン 500mg1錠

内用薬 メチスタシロップ小児用 5% カルボシステイン 5%lmL 

内用薬 メチスタDS33.3% カルボ、システイン 33.3%lg 

内用薬 メデタックス錠1 ロフラゼ、フ。酸エチノレ 1mg1錠

内用薬 メデタックス錠2 ロフラゼ、プ酸エチル 2mg1錠

内用薬 ⑤メデピン錠20 メトプロロール酒石酸塩 20mg1錠

内用薬 ⑤メデピン錠40 メトプロロール酒石酸塩 40mg1錠

内用薬 メレートカプセノレ50 メキシレチン塩酸塩 50mg1カプセル

内用薬 メレートカプセル 100 メキシレチン塩酸塩 100mg1カプセノレ

内用薬 ⑤モーズ ン錠O. 5mg エチゾラム O. 5mg 1錠

内用薬 ⑤モーズン錠 1mg エチゾラム 1mg1錠

内用薬 モバレーンカプセル50mg メキシレチン塩酸塩 50mg1カプセル

内用薬 モンロピア錠5 ドンベリドン 5mg1錠

内用薬 モンロピア錠 10 ドンベリドン 10mg1錠

内用薬 ユニコンCRドライシロップ20% テオフィリン 20%lg 

|内用薬 ヨウコパール錠 250 メコパラミン 0.25mg1錠

内用薬 ヨウコパール錠 500 メコノ〈ラミン 0.5mg1錠

内用薬 ヨウテチン錠 100 パンテチン 100mg1錠

内用薬 ヨウフェナック錠25mg ジクロフェナクナトリウム 25mg1錠

内用薬 ⑤ヨウラクドン錠25 スピロノラクトン 25mg1錠

内用薬 ⑤ラノミン錠50 シロスタゾーノレ 50mg1錠

内用薬 ⑤ リクモ} クラリスロマイシン 50mg1錠

内用薬 ⑤ リクモース錠200mg クラリスロマイシン 200mg1錠

内用薬 リクモースドライシロップ小児用 10% クラリスロマイシン 100mg1g 

内用薬 リスピンR錠 150mg リン酸ジソピラミド 150mg1錠

内用薬 リスピンカプセノレ50mg ジソピラミド 50mg1カプセル

内用薬 リスピンカプセノレ 100mg ジソピラミド 100mg1カプセル

内用薬 リズミラート錠 10mg アメジニウムメチル硫酸塩 10mg1錠

内用薬 リズムコートカプセル25mg ヒ。ルシカイニド塩酸塩水和物 25mg1カプρセノレ



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 リズムコートカプセル50mg ヒ。ルシカイニド塩酸塩水和物 50mg1カプセノレ

内用薬 リボピス細粒 10% リボフラピン酪酸エステノレ 10%lg 

内用薬 リボピス錠20mg リボフラピン酪酸エステノレ 20mg1錠

内用薬 リンゲリーズ細粒 10% ロキソプロフェンナトリウム水和物 10%lg 

内用薬 リンゲリーズ錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg1錠

内用薬 リンプラール錠50mg エベリゾン塩酸塩 50mg1錠

内用薬 ルナベノレ配合錠
ノルエチステロン・エチニノレエスト

1錠
ラジオール

内用薬 レスラートカプセル200mg セトラキサート塩酸塩 200mg1カプロセノレ

内用薬 レスラート細粒40% セトラキサート塩酸塩 40%lg 

内用薬 レトラック錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg1錠

内用薬 ロベランカプセル 1mg 塩酸ロベラミド 1mg1カプセル

内用薬 ロベラン細粒O. 1 % 塩酸ロベラミド O.l%lg 

内用薬 ロベラン細粒0.， 2% 塩酸ロペラミド 0.2%lg 

内用薬 ⑤ロンゲリ ー ル 錠5mg リシノプリル水和物 5mg1錠

内用薬 ⑤ロンゲリール錠 10 リシノプリル水和物 10mg1錠

内用薬 ⑤ロンゲリ ー ル 錠20mg リシノプリル水和物 20mg1錠

内用薬 ロンフノレマン錠O. 25mg ブロチゾラム 0.25mg1錠

注射薬 アシクリノレ点滴静注用 250mg アシクロピル 250mg1瓶

注射薬 イオヘキソール注 300シリンジ IHKJ イオヘキソール
64. 71%100mL1 

筒

注射薬 ウテメナール点滴静注液50mg リトドリン塩酸塩 1%5mL1管

注射薬 エダラボン点滴静注30mg IFFPJ エダラボン 30mg20mL1管

注射薬 エルスプリー注 10mEq L-アスパラギン酸カリウム 17. 12%10mL1管

注射薬 ⑤ガスポート注射用 10mg ファモチジン 10mg1管

注射薬 ⑤ガスポート注射用 20mg ファモチジン 20mg1管

注射薬 ⑤ガモファー注射用 10mg ファモチジン 10mg1管

注射薬 ⑤ガモファー注射用 20mg ファモチジン 20mg1管

注射薬 5%糖注シリンジ INPJ ブドウ糖 5%20mL1筒

滋す薬 サイゼン注1. 33mg ソマトロビン(遺伝子組換え) 1.33mg1瓶 (溶解付液) 

注射薬 サイゼン 8mg皮下注 ソマトロビン(遺伝子組換え) 通mg1瓶(溶解液付)

注射薬 10%トランサボン注シリンジ トラネキサム酸 10%10mLl筒

注射薬 スポラミン注20mgシリンジ ブチノレスコポラミン臭化物 20mg1mL1筒

注射薬 注射用サメット 10 ナファモスタットメシル酸塩 10mg1瓶
一一L



区分 品名 成分 規格単位

注射薬 注射用サメット 100 ナファモスタットメシノレ酸塩 100mg1瓶

注射薬 注射用ストリーム 50mg ナファモスタットメシル酸塩 50mg1瓶

注射薬 注射用ストリーム 100mg ナファモスタットメシル酸塩 100mg1瓶

注射薬
⑤点滴静注用アシクリノレバッグ250mg/100

mL  
アシクロピノレ 250mg100mL1袋

注射薬 ドブックス点滴静注 100mg ドプタミン塩酸塩 100mg1管

注射薬 ⑤ トランサボン注1g トラネキサム酸 10%10mL1管

注射薬 ニコアゾリン注射液O. 1 % フルコナゾール 0.1%50mL1瓶

注射薬 ニコアゾリン注射液O. 2% フルコナゾール O. 2%50mL1瓶

注射薬 ニコアゾリン注射液O. 2% フルコナゾーノレ 0.2%100mL1瓶

注射薬 20%糖注シリンジ rNPJ ブドウ糖 20%20mL1筒

注射薬 ノ、ィトコパミンM注500μgシリンジ メコノ〈ラミン 500μg1mL1筒

注射薬 ハイフスタン注5mg
デキストロメトルファン臭化水素酸

O. 5%1mL1管
塩水和物

注射薬 ⑤川クーノレ静注用 O. 2 5 g セフォチアム塩酸塩 250mg1瓶

注射薬 ⑤パセトクーノレ静注用 O. 5 g セフォチアム塩酸塩 500mg1瓶

注射薬 ⑤パセトクール静注用 1g セフォチアム塩酸塩 1 g 1瓶

注射薬 パセトクール静注用 1gバッグS セフォチアム塩酸塩
1 g 1キット(生理食塩液

100mL付)

注射薬 ヒシダリン注 1mg プロチレリン酒石酸塩水和物 1mg1mL1管

注射薬 ヒシダリン注2mg プロチレリン酒石酸塩水和物 2mg1mL1管

注射薬 ピフピン点滴静注用 300mg ピダラピン 300mg1瓶

!注射薬 ヒルネート関節注シリンジ 25mg ヒアルロン酸ナトリウム 1%2. 5mL1筒

注射薬 5-FU注 250協和 フルオロウラシル 250mg1管

注射薬 ⑤フアモスタジン注用 10mg ファモチジン 10mg1管

注射薬 ⑤フアモスタジン注用 20mg ファモチジン 20mg1管

注射薬 フルカード静注液 100mg フルコナゾーノレ O. 2%5 OmL 1袋

注射薬 フルカード静注液200mg フルコナゾール 0.2%100mL1袋

注射薬 プロフィット注射用 25mg コカルボキシラーゼ 25mg1管(溶解液付)

注射薬 プロフィット注射用 50mg コカルボキシラーゼ 50mg1管(溶解液付)

注射薬 ⑤ベノレマトン注 100mg アミカシン硫酸塩 100mg1管

注射薬 ⑤ホロサイルS静注用 O. 5 g ホスホマイシンナトリウム 500mg1瓶

注射薬 ⑤ホロサイノレS静注用 1g ホスホマイシンナトリウム 1 g 1瓶

注射薬 ⑤ホロサイルS静注用 2g ホスホマイシンナトリウム 2 g 1瓶

注射薬 メディプロスト注射用 20μg アルプロスタジル アルファデクス 20μg 1瓶



区分 品名 成分 規格単位

注射薬 モイオパミン注370シリンジ イオパミドール 75. 52%50mL1筒

注射薬 モイオパミン注370シリンジ イオパミドール 75.52%βOmL1筒|

注射薬 モイオパミン注370シリンジ イオパミドール
75. 52%100mLl 

筒

注射薬 モイオパミン 300注 50mL イオパミドール 61. 24%50mL1瓶

注射薬 モイオパミン 300注 100mL イオパミドール
61. 24%100mLl 

瓶

注射薬 モイオパミン 370注 20mL イオパミドール 75. 52%2OmLl瓶

注射薬 モイオパミン 370注 50mL イオパミドール 75. 52%50mL1瓶

注射薬 モイオパミン 370注 100mL イオパミドール 75. 52%100mL瓶1 I 

注射薬 ⑤ラセナゾリン注射用 O. 5 g セファゾリンナトリウム 500mg1瓶

注射薬 ⑤ラセナゾリン注射用 1g セファゾリンナトリウム 1 g 1瓶|

注射薬 ⑤ラセナゾリン注射用 2g セファゾリンナトリウム 2 g 1瓶

注射薬 レタメックス点滴静注液 100mg ドブタミン塩酸塩 100mg1管

外用薬 アスゼスパップ70mg フェルピナク 10cmX14cm1枚

外用薬 アスゼスパップ 140mg フェルピナク 20cmX14cm1枚 l

外用薬 アスゼスローション 3% フェルピナク 3%lmL 

外用薬 アパティアテープ40mg 硝酸イソソルピド

外用薬 オールカット液5% クロルヘキシジングルコン酸塩 5%10mL 

外用薬 消毒用ヒシヤマアルコール エタノール 10mL 

外用薬 タリザ}ト点眼液O. 3% オフロキサシン O. 3%lmL 

外用薬 ツロブテンテープO. 5mg ツロブテロール O. 5mg 1枚

外用薬 ツロブテンテープ 1mg ツロブテロール 1mgl枚

外用薬 ツロブテンテープ2mg ツロブテロール 2mg1枚|

外用薬 ⑤テルフイナピンクリーム 1% テルピナフイン塩酸塩 l%lg 

外用薬 ピスオクリーム O. 5% プレドニゾロン

外用薬 ピスコザールクリーム O. 05% フルオシノニド 0.05%lg 

外用薬 ピスコザール軟膏O. 05% フルオシノニド 0.05%lg 

外用薬 ピゾクロス軟膏 5% アシクロピノレ 5% 1 g 
可L

外用薬 ピフピン軟膏3% ピダラピン 3% 1 g I 

外用薬 プラパスタ軟膏O. 05% ジフノレフ。レドナート

外用薬
フルチカゾンプロヒ。オン酸エステノレ点鼻液25μ

フルチカゾンプロピオン酸エステル
g小児用 rP HJ 5 6噴霧用

2.04mg4mLl瓶

外用薬 フロダームクリーム O. 064% 
ベタメタゾンジプロピオン酸エステ

0.064%lg 
ノレ

外用薬 フロダーム軟膏0.064%
ベタメタゾンジプロピオン酸エステ

0.064%lg 
ノレ



区分 品名 成分 規格単位

外用薬
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg ip 

フルチカゾンフ。ロピオン酸エステル 2.04mg4mLl瓶
HJ 28噴霧用

外用薬
プロヒ。オン酸フノレチカゾン点鼻液50μg ip 

フルチカゾンプロロピオン酸エステノレ 4.08mg8mLl瓶
HJ 56噴霧用

外用薬 ホスラピン軟膏3% ピダラピン - 3%lg 

外用薬 ホモドンガーグル液7% ポピドンヨード 7%lmL 

外用薬 ミルドベート軟膏O. 05% クロベタゾン酪酸エステル 0.05%lg 

外用薬 ライラテープ20mg ケトプロフェン 7cmXI0cml枚

外用薬 ライラテープ40mg ケトプロフェン 10cmX14cml枚


