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０

０．０５％グルコジンＷ水 （０．０５％１０ｍＬ） 180

０．１％グルコジンＷ水 （０．１％１０ｍＬ） 180

１

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 （１０％１０ｇ） 191

２

２０％ブドウ糖注射液「ニッシン」 （２０％２０ｍＬ１管） 203

５

５％ブドウ糖注射液「ニッシン」 （５％２０ｍＬ１管） 203

５０ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 （５０ｍｇ１錠） 197

Ａ

ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「ＡＦＰ」 （２０ｍｇ１錠） 266

Ｄ

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６ｍｇ「武田テ
バ」 （６ｍｇ１錠） 293

Ｄ－ソルビトール経口液７５％「コーワ」 （７５％１０ｍＬ） 362

Ｅ

ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ （１８．１４３％１０ｍＬ１筒） 359

ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ （１８．１４３％５ｍＬ１筒） 359

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル） 101

Ｈ

ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 （５０００単位１管） 142

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 （１５０単位１管（溶解液付）） 142

Ｋ

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 （１モル２０ｍＬ１キット） 209

Ｍ

MS 1

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 364

Ｐ

ＰＬ配合顆粒 （１ｇ） 40

Ｓ

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 （０．２５ｍｇ１錠） 134

Ｕ

ｕＦＳＨ注用７５単位「あすか」 （７５単位１管（溶解液付）） 142

あ

アイトロール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 94

アイファガン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 56

亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 （１０ｇ） 183

アキネトン注射液５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 25

アクアチムクリーム１％ （１％１ｇ） 182

アクチバシン注２４００万 （２４００万国際単位１瓶（溶解液
付）） 258

アクチバシン注６００万 （６００万国際単位１瓶（溶解液付）） 259

アクトシン軟膏３％ （３％１ｇ） 193

アクトヒブ （１０μｇ１瓶（溶解液付）） 337

アコファイド錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 134

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「日医工」 （２５０ｍｇ１管） 330

アジルバ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 81

アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 （５００ｍｇ１管） 198

アズノールうがい液４％ （４％１ｍＬ） 120

アズノール軟膏０．０３３％ （０．０３３％１０ｇ） 183

アスパラカリウム散５０％ （５０％１ｇ） 200

アスパラカリウム錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠） 201

アスピリン原末「マルイシ」 （１０ｇ） 15

アセトアミノフェンＤＳ４０％「三和」 （４０％１ｇ） 16

アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠） 294

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ （１０００ｍｇ１００ｍＬ１袋） 16

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」 （１６ｍｇ１錠） 82

アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 （３０ｍｇ１錠） 77

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 31

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） （２．５％１ｍＬ１管） 32

アデノスキャン注６０ｍｇ （６０ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 362

アテノロール錠５０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 （５０ｍｇ１錠） 68

アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ （４０ｍｇ１管） 266

アデホスコーワ顆粒１０％ （１０％１ｇ） 266

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 （５００ｍＬ１キット） 224

アドソルビン原末 （１０ｇ） 130

アトニン－Ｏ注５単位 （５単位１管） 143

アトラント外用液１％ （１％１ｍＬ） 191

アトラント軟膏１％ （１％１ｇ） 192

アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 101

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 （０．１％１ｍＬ１筒） 146

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 （０．０５％１ｍＬ１
筒） 54

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶） 347

アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 （１２５ｍｇ１カプセ
ル） 134

アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 （８０ｍｇ１カプセル） 135

アマルエット配合錠４番「ニプロ」 （１錠） 103

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 （５０ｍｇ１錠） 25

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 （１５０ｍｇ３ｍＬ１
管） 68

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 （１００ｍｇ１錠） 69

アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ＮｉｋＰ」 （２００ｍｇ１管） 306

アミサリン注２００ｍｇ （１０％２ｍＬ１管） 69

アミティーザカプセル１２μｇ （１２μｇ１カプセル） 131

アミノレバンＥＮ配合散 （１０ｇ） 205

アミノレバン点滴静注 （５００ｍＬ１袋） 205

アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 323

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 （５ｍｇ１錠） 94

アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 （２．５ｍｇ１錠） 94

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１
錠） 104

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 （２５０ｍｇ１カプ
セル） 306
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アラセナ－Ａ軟膏３％ （３％１ｇ） 331

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 （３ｍｇ６ｇ１キット） 63

アルガトロバン注射液１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ２０ｍＬ１
管） 104

アルキニン液１０ （１０％１０ｍＬ） 180

アルピニー坐剤１００ （１００ｍｇ１個） 17

アルピニー坐剤２００ （２００ｍｇ１個） 17

アルファカルシドールカプセル１μｇ「サワイ」 （１μｇ１カプ
セル） 196

アルファカルシドール錠０．５μｇ「アメル」 （０．５μｇ１錠） 196

アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「Ｆ」 （２０μ
ｇ１管） 105

アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「サワイ」 （１０μｇ２ｍＬ
１筒） 106

アルロイドＧ内用液５％ （１０ｍＬ） 124

アレジオンドライシロップ１％ （１％１ｇ） 294

アレビアチン散１０％ （１０％１ｇ） 8

アレビアチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 8

アレビアチン注２５０ｍｇ （５％５ｍＬ１管） 9

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」 （３５ｍｇ１錠） 266

アロキシ静注０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ５ｍＬ１瓶） 135

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１錠） 70

アロフト錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 54

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠） 257

アンテベートクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ） 183

アンテベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 184

アンテベートローション０．０５％ （０．０５％１ｇ） 184

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ「日医工」 （４
５ｍｇ１カプセル） 112

アンペック坐剤１０ｍｇ （１０ｍｇ１個） 364

い

イオパーク３００注シリンジ１００ｍＬ （６４．７１％１００ｍＬ１
筒） 350

イオパーク３５０注１００ｍＬ （７５．４９％１００ｍＬ１瓶） 350

イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」 （７５．５２％１０
０ｍＬ１筒） 351

イオパミロン注３００ （６１．２４％１００ｍＬ１瓶） 351

イオパミロン注３００ （６１．２４％５０ｍＬ１瓶） 351

イオパミロン注３００シリンジ （６１．２４％１００ｍＬ１筒） 352

イオパミロン注３７０ （７５．５２％１００ｍＬ１瓶） 352

イオパミロン注３７０シリンジ （７５．５２％１００ｍＬ１筒） 352

イグザレルト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 217

イグザレルト錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 217

イクセロンパッチ１８ｍｇ （１８ｍｇ１枚） 40

イクセロンパッチ４．５ｍｇ （４．５ｍｇ１枚） 41

イクセロンパッチ９ｍｇ （９ｍｇ１枚） 41

イーケプラ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 9

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ５ｍＬ１瓶） 10

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」 （９０
０ｍｇ１包） 224

イスコチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 326

イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ （７０％３０ｍＬ１包） 77

一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 （（一般診断
用・１人用）０．２５μｇ１瓶（溶解液付）） 346

イトラコナゾール錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠） 335

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ （２０ｍｇ１キット） 331

イノバン注０．３％シリンジ （０．３％５０ｍＬ１筒） 65

イノラス配合経腸用液 （１０ｍＬ） 205

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 （２０ｍｇ１錠） 106

イミグラン錠５０ （５０ｍｇ１錠） 93

イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 （１００ｍｇ１錠） 82

インクレミンシロップ５％ （１ｍＬ） 201

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 （３００単位
１キット） 164

インスリン リスプロＢＳ注ソロスター ＨＵ「サノフィ」 （３００
単位１キット） 165

インタール吸入液１％ （１％２ｍＬ１管） 115

インテバン外用液１％ （１％１ｍＬ） 184

インデラル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 70

イントラリポス輸液２０％ （２０％１００ｍＬ１袋） 209

インフリーカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 17

インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 （１００ｍｇ１
瓶） 136

う

ヴィーン３Ｇ輸液 （５００ｍＬ１袋） 210

ヴィーンＤ輸液 （５００ｍＬ１袋） 210

ウテメリン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 176

ウブレチド錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 53

ウラリット配合錠 （１錠） 257

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１
錠） 134

ウルティブロ吸入用カプセル （１カプセル） 115

ウロカルン錠２２５ｍｇ （２２５ｍｇ１錠） 176

ウログラフイン注６０％ （６０％２０ｍＬ１管） 353

ウロナーゼ静注用６万単位 （６００００単位１瓶） 259

え

エイゾプト懸濁性点眼液１％ （１％１ｍＬ） 56

エイムゲン （一人分１瓶（溶解液付）） 338

エキザルベ （１ｇ） 185

エクア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 260

エクストラニール腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 231

エクストラニール腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋） 230

エクストラニール腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ付）） 232

エクストラニール腹膜透析液 （２Ｌ１袋） 231

エクセグラン散２０％ （２０％１ｇ） 11

エクセグラン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 11

エクラー軟膏０．３％ （０．３％１ｇ） 185

エストラーナテープ０．７２ｍｇ （（０．７２ｍｇ）９平方ｃｍ１枚） 163

エストリール錠１ｍｇ＊（持田） （１ｍｇ１錠） 163

エストリール腟錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 174

エスポー皮下用２４０００シリンジ （２４０００国際単位０．５
ｍＬ１筒） 267

エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ （５０ｍｇ５ｍＬ１瓶） 52

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（テガフール
相当量）） 287
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エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ （２５ｍｇ１錠（テガフール
相当量）） 287

エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （１０ｍｇ１錠） 101

エタノール「ケンエー」 （１０ｍＬ） 181

エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」 （３０ｍｇ１０
０ｍＬ１キット） 42

エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 （０．５ｍｇ１錠） 32

エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 （２００ｍｇ１錠） 18

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 82

エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＪＧ」 （５０ｍｇ１錠） 267

エビスタ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 267

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 （２０ｍｇ１錠） 294

エビプロスタット配合錠ＤＢ （１錠） 176

エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 （１０ｍｇ１瓶） 290

エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 224

エフィエント錠３．７５ｍｇ （３．７５ｍｇ１錠） 225

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ （４％１ｍＬ１管） 111

エブトール２５０ｍｇ錠 （２５０ｍｇ１錠） 327

エフピーＯＤ錠２．５ （２．５ｍｇ１錠） 26

エブランチルカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプセル） 83

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠） 54

エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「ＪＣＲ」 （１５００国
際単位１ｍＬ１筒） 268

エポジン注シリンジ７５０ （７５０国際単位０．５ｍＬ１筒） 268

エホチール注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管） 65

エリキュース錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 218

エリキュース錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 218

エリスロシン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 318

エリル点滴静注液３０ｍｇ （３０．８ｍｇ２ｍＬ１管） 106

エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ （１０００ｍｇ５ｍＬ１
筒） 268

エルシトニン注２０Ｓディスポ （２０エルカトニン単位１ｍＬ１
筒） 269

エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サワイ」 （０．７５μ
ｇ１カプセル） 196

エルネオパＮＦ１号輸液 （１０００ｍＬ１キット） 206

エルネオパＮＦ１号輸液 （１５００ｍＬ１キット） 206

エルネオパＮＦ２号輸液 （１０００ｍＬ１キット） 207

エルネオパＮＦ２号輸液 （１５００ｍＬ１キット） 207

エレジェクト注シリンジ （２ｍＬ１筒） 201

エレンタール配合内用剤 （１０ｇ） 207

塩化カリウム （１０ｇ） 201

塩化ナトリウム注１０％「日新」 （１０％２０ｍＬ１管） 210

塩化ナトリウム＊（山善） （１０ｇ） 350

塩酸テルビナフィンクリーム１％「マイラン」 （１％１ｇ） 192

塩酸ドパミン注キット６００ （０．３％２００ｍＬ１袋） 65

エンタカポン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 （１００ｍｇ１錠） 26

エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 （０．５ｍｇ１錠） 331

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ （２５ｍｇ０．５ｍ
Ｌ１筒） 269

エンレスト錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 106

お

オイパロミン３００注２０ｍＬ （６１．２４％２０ｍＬ１瓶） 353

オイラックスクリーム１０％ （１０％１０ｇ） 185

大塚蒸留水 （５００ｍＬ１瓶） 349

大塚生食注 （１００ｍＬ１瓶） 210

大塚生食注 （５００ｍＬ１袋） 210

大塚生食注 （５００ｍＬ１瓶） 210

大塚糖液５％ （５％２５０ｍＬ１袋） 203

大塚糖液５０％ （５０％２００ｍＬ１袋） 203

オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」 （２０ｍｇ１錠） 364

オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一三共」 （５ｍｇ１錠） 365

オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 （１％１ｍＬ１管） 365

オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」 （１％５ｍＬ１管） 366

オキシドール「ヤクハン」 （１０ｍＬ） 181

オキナゾール腟錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠） 174

オキノーム散２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１包） 366

オキノーム散５ｍｇ （５ｍｇ１包） 366

オクソラレンローション１％ （１％１ｍＬ） 193

オクトレオスキャン静注用セット （１セット） 292

オクトレオチド皮下注１００μｇ「あすか」 （１００μｇ１ｍＬ１
管） 165

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ （（３７５ｍｇ）１錠） 307

オザグレルＮａ静注液８０ｍｇ「日医工」 （８０ｍｇ８ｍＬ１管） 269

オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 （７５ｍｇ１カプセ
ル） 332

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 71

オビソート注射用０．１ｇ （１００ｍｇ１管（溶解液付）） 53

オフサロン点眼液 （５ｍＬ１瓶） 57

オプソ内服液５ｍｇ （５ｍｇ２．５ｍＬ１包） 367

オフロキサシン点眼液０．３％「杏林」 （０．３％１ｍＬ） 57

オムニパーク２４０注１０ｍＬ （５１．７７％１０ｍＬ１瓶） 354

オムニパーク３００注１００ｍＬ （６４．７１％１００ｍＬ１瓶） 354

オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ （６４．７１％１００ｍＬ
１筒） 354

オムニパーク３５０注１００ｍＬ （７５．４９％１００ｍＬ１瓶） 355

オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ （７５．４９％１００ｍＬ
１筒） 355

オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 （２０ｍｇ１瓶） 125

オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 （２．５ｍｇ１錠） 32

オリブ油＊（丸石） （１０ｍＬ） 349

オルガラン静注１２５０単位 （１２５０抗第Ｘａ因子活性単位
１ｍＬ１管） 219

オルケディア錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 270

オルダミン注射用１ｇ （１０％１０ｇ１瓶） 214

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２０ｍｇ１錠） 83

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 （５ｍｇ１錠） 295

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ （１５０μｇ１カプセル） 115

か

ガスコンドロップ内用液２％ （２％１ｍＬ） 123

ガスサール錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 123

ガストログラフイン経口・注腸用 （１ｍＬ） 356

ガドテリドール静注シリンジ１３ｍＬ「ＨＫ」 （１３ｍＬ１筒） 359

ガドテリドール静注シリンジ１７ｍＬ「ＨＫ」 （１７ｍＬ１筒） 359
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ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ （６０．４７％１０
ｍＬ１筒） 360

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ （６０．４７％５ｍ
Ｌ１筒） 360

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ （６０．４７％
７．５ｍＬ１筒） 360

カナグル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 261

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 （２５０ｍｇ１カプセ
ル） 306

カバサール錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠） 27

ガバペン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 12

ガベキサートメシル酸塩静注用１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍ
ｇ１瓶） 270

ガベキサートメシル酸塩静注用５００ｍｇ「日医工」 （５００ｍ
ｇ１瓶） 271

カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」 （３００ｍｇ１錠） 288

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠） 271

ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「日医工」 （４ｍｇ１錠） 42

ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「日医工」 （８ｍｇ１錠） 43

カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ （８．５％１０ｍＬ１管） 200

カルナクリン錠５０ （５０単位１錠） 165

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「トーワ」 （３０ｍｇ１
錠） 214

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注１００ｍｇ「トーワ」 （０．
５％２０ｍＬ１管） 214

カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 （１．２５ｍｇ１錠） 84

カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 84

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 （２．５ｍｇ１錠） 85

カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 （５０％１ｇ） 112

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 （２５０ｍｇ１錠） 113

カルボシステインシロップ５％「タカタ」 （５％１ｍＬ） 113

カロナール錠２００ （２００ｍｇ１錠） 18

眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 （１ｇ） 57

乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） （一人分１管（溶解液
付）） 338

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 （一人分１瓶
（溶解液付）） 338

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 （一人分１瓶（溶解液
付）） 338

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 （一人分１瓶（溶解液
付）） 339

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 （一人分１瓶（溶解液
付）） 339

乾燥まむし抗毒素″化血研″ （各６０００単位入１瓶（溶解
液付）） 342

カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 （４ｍｇ１錠） 85

冠動注用ミリスロール０．５ｍｇ／１０ｍＬ （０．５ｍｇ１０ｍＬ
１管） 95

き

キシロカイン液「４％」 （４％１ｍＬ） 48

キシロカインゼリー２％ （２％１ｍＬ） 48

キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１０００００）
含有 （０．５％１０ｍＬバイアル） 48

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有
（１％１０ｍＬバイアル） 49

キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８００００）含有
（２％１０ｍＬバイアル） 49

キシロカイン注ポリアンプ０．５％ （０．５％５ｍＬ１管） 49

キシロカイン注ポリアンプ１％ （１％１０ｍＬ１管） 50

キプレス細粒４ｍｇ （４ｍｇ１包） 295

キプレスチュアブル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 295

球形吸着炭細粒「マイラン」 （１ｇ） 254

キュバール１００エアゾール （１５ｍｇ８．７ｇ１瓶） 116

強力ポステリザン（軟膏） （１ｇ） 176

キンダリー透析剤ＡＦ４号 （６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付）） 230

く

クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠） 33

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 （鉄５０ｍｇ１錠） 202

グラクティブ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 261

グラケーカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプセル） 199

クラシエ葛根湯エキス細粒 （１ｇ） 298

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 （１ｇ） 298

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 （１ｇ） 298

クラシエ柴苓湯エキス細粒 （１ｇ） 298

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 （１ｇ） 298

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 （１ｇ） 299

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 （１ｇ） 299

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 （１ｇ） 299

グラナテック点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ） 57

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＨＫ」 （３ｍ
ｇ１００ｍＬ１袋） 137

グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 （２ｍｇ１包） 137

クラバモックス小児用配合ドライシロップ （（６３６．５ｍｇ）１
ｇ） 307

クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用 （１００ｍｇ１ｇ） 319

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 （２００ｍｇ１錠） 319

クリアクター静注用８０万 （８０万国際単位１瓶） 260

グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」 （４０ｍｇ１錠） 261

グリセオール注 （２００ｍＬ１袋） 107

グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ （５０％１２０ｍＬ１個） 132

グリセリン浣腸「オヲタ」６０ （５０％６０ｍＬ１個） 132

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ （５０％３０ｍＬ１個） 132

グリセリン「マルイシ」 （１０ｍＬ） 132

グリチロン配合錠 （１錠） 254

グリメピリド錠０．５ｍｇ「トーワ」 （０．５ｍｇ１錠） 262

グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠） 262

クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「サワイ」
（６００ｍｇ１管） 303

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶（溶解液付）） 358

グルコリン配合静注 （２０ｍＬ１管） 254

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ （２０００低分子ヘパリン
国際単位０．２ｍＬ１筒） 219

クロトリマゾール腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 （１００ｍｇ１錠） 174

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （７５ｍｇ１錠） 225

クロフェドリンＳ配合シロップ （１ｍＬ） 111

グロブリン筋注４５０ｍｇ／３ｍＬ「ＪＢ」 （１５０ｍｇ１ｍＬ） 342

クロマイ腟錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 174

け

ケイキサレートドライシロップ７６％ （７６％１ｇ） 107
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ケイツーＮ静注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 199

ケイツーシロップ０．２％ （０．２％１ｍＬ） 199

ケタラール静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 1

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 （７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚） 185

ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬ
（１０ｍｇ１ｍＬバイアル） 146

ケフラールカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル） 308

ゲーベンクリーム１％ （１％１ｇ） 182

ケラチナミンコーワクリーム２０％ （２０％１ｇ） 193

献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ニチヤク」 （２０％
５０ｍＬ１瓶） 342

献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ＪＢ」 （５％２５
０ｍＬ１瓶） 343

献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）） 343

献血ノンスロン１５００注射用 （１５００単位１瓶（溶解液
付）） 344

ゲンタシン注６０ （６０ｍｇ１管） 308

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 （１ｍｇ１ｇ） 182

こ

コアベータ静注用１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１瓶） 72

抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 （１０００倍１瓶
（溶解液付）） 344

コカイン塩酸塩「タケダ」原末 （１ｇ） 368

コスパノンカプセル４０ｍｇ （４０ｍｇ１カプセル） 55

コートリル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 147

コートロシン注射用０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１管） 143

コバシル錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 86

コララン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 107

コロネル細粒８３．３％ （８３．３％１ｇ） 137

コンスタン０．４ｍｇ錠 （０．４ｍｇ１錠） 3

コントミン筋注２５ｍｇ （０．５％５ｍＬ１管） 33

コントミン糖衣錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 34

コンプラビン配合錠 （１錠） 226

さ

ザイザルシロップ０．０５％ （０．０５％１ｍＬ） 295

サイプレジン１％点眼液 （１％１ｍＬ） 58

サインバルタカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル） 34

酢酸「ニッコー」 （１０ｍＬ） 193

ザクラス配合錠ＨＤ （１錠） 86

サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１錠） 78

サムチレール内用懸濁液１５％ （７５０ｍｇ５ｍＬ１包） 335

サラジェン顆粒０．５％ （５ｍｇ１包） 138

サラゾピリン錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 326

サリベートエアゾール （５０ｇ１個） 138

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１
錠） 226

酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 （８３％１ｇ） 130

サンピロ点眼液２％ （２％５ｍＬ１瓶） 58

産婦人科用イソジンクリーム５％ （５％１０ｇ） 181

サンリズムカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル） 72

サンリズム注射液５０ （５０ｍｇ５ｍＬ１管） 72

し

ジアゼパム錠２「トーワ」 （２ｍｇ１錠） 3

ジェニナック錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 327

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥ
Ｏ」 （５％１ｍＬ） 63

ジギラノゲン注０．４ｍｇ （０．０２％２ｍＬ１管） 65

シグマビタン配合カプセルＢ２５ （１カプセル） 199

ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「日新」 （２５ｍｇ１個） 18

ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「日新」 （５０ｍｇ１個） 19

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠） 19

ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」 （３７．５
ｍｇ１カプセル） 19

ジゴシン散０．１％ （０．１％１ｇ） 66

ジスロマック細粒小児用１０％ （１００ｍｇ１ｇ） 320

ジスロマック錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 320

ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＳＷ」 （１５０ｍｇ１錠） 73

シナール配合顆粒 （１ｇ） 199

ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 （１ｍｇ１ｍＬ１管） 166

ジピリダモール錠２５ｍｇ「ツルハラ」 （２５ｍｇ１錠） 95

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠） 63

シプロキサン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 328

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「ＮＰ」 （３００ｍｇ１
５０ｍＬ１袋） 328

シベノール静注７０ｍｇ （７０ｍｇ５ｍＬ１管） 73

シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１
錠） 73

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 （６０吸入１キット） 120

シュアポスト錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠） 262

シュアポスト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 262

重ソー静注７％「ＮＳ」 （７％２０ｍＬ１管） 254

硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「サワイ」 （４０ｍｇ１枚） 95

小児用ムコソルバンシロップ０．３％ （０．３％１ｍＬ） 113

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ「日医工」 （１０
０ｍｇ１カプセル） 95

ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１瓶） 96

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 87

シロスタゾール錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠） 227

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠） 176

人工涙液マイティア点眼液 （５ｍＬ１瓶） 58

シンビット静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 74

シンメトレル細粒１０％ （１０％１ｇ） 27

す

水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ２ｍＬ１
瓶） 148

水溶性プレドニン２０ｍｇ （２０ｍｇ１管） 148

スインプロイク錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠） 132

スーグラ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 263

スタデルムクリーム５％ （５％１ｇ） 186

ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠） 177

ストロカイン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 50

スピオルトレスピマット６０吸入 （６０吸入１キット） 116

スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 （１５０μｇ１キット） 116
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スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ （１８μｇ１カプセル） 117

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 （２５ｍｇ１錠） 79

スピロペント錠１０μｇ （１０μｇ１錠） 117

スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ （１．８ｍｇ１筒） 166

スポンゼル （１０ｃｍ×７ｃｍ１枚） 214

スルバシリン静注用３ｇ （（３ｇ）１瓶） 309

せ

生食液ＮＳ （２０ｍＬ１管） 211

生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ （１０ｍＬ１筒） 211

精製水 （１０ｍＬ） 349

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （５０ｍＬ１瓶） 211

生理食塩液バッグ「フソー」 （１Ｌ１袋） 211

生理食塩液バッグ「フソー」 （２５０ｍＬ１袋） 211

生理食塩液「ヒカリ」 （１Ｌ１瓶） 212

セパミット－Ｒ細粒２％ （２％１ｇ） 96

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」 （１ｇ１キッ
ト（生理食塩液１００ｍＬ付）） 309

セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 （１ｇ１瓶） 309

セファランチン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 195

セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 （１ｇ１瓶） 310

セフォチアム静注用１ｇバッグ「日医工」 （１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）） 310

セフォン静注用１ｇ （（１ｇ）１瓶） 311

セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 （１００ｍｇ１カプセル） 311

セフゾン細粒小児用１０％ （１００ｍｇ１ｇ） 312

セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 （１ｇ１瓶） 312

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶） 313

ゼフナートクリーム２％ （２％１ｇ） 192

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶） 313

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１
キット（生理食塩液１００ｍＬ付）） 313

セララ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 87

セルシン注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 3

セルトラリン錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠） 35

セレコキシブ錠１００ｍｇ「ファイザー」 （１００ｍｇ１錠） 20

セレスタミン配合錠 （１錠） 149

セレニカＲ顆粒４０％ （４０％１ｇ） 12

セレネース錠０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ１錠） 35

セレネース注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 35

センノサイド顆粒８％「ＥＭＥＣ」 （８％１ｇ） 132

センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 （１２ｍｇ１錠） 133

そ

ソセゴン注射液１５ｍｇ （１５ｍｇ１管） 20

ソナゾイド注射用１６μＬ （１瓶（溶解液付）） 360

ゾビラックス眼軟膏３％ （３％１ｇ） 58

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ （（１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃ
ｍ１枚） 183

ゾラデックス１．８ｍｇデポ （１．８ｍｇ１筒（ゴセレリンとし
て）） 167

ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ （１０．８ｍｇ１筒（ゴセレリン
として）） 167

ソランタール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 20

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶（溶解液付）） 150

ソルダクトン静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ１管） 79

ソルデム１輸液 （２００ｍＬ１袋） 212

ソルデム１輸液 （５００ｍＬ１袋） 212

ソルデム３Ａ輸液 （２００ｍＬ１袋） 212

ソルデム３Ａ輸液 （５００ｍＬ１袋） 212

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 4

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）） 151

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）） 151

ソルラクト輸液 （５００ｍＬ１袋） 212

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「サンド」 （４ｍｇ５ｍＬ１
瓶） 271

た

ダイアコート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 186

ダイアップ坐剤１０ （１０ｍｇ１個） 4

ダイアップ坐剤６ （６ｍｇ１個） 4

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋
（排液用バッグ付）） 233

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液
用バッグ付）） 233

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （２．５Ｌ１袋） 232

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液
用バッグ付）） 234

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋） 232

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （５Ｌ１袋） 234

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋
（排液用バッグ付）） 236

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液
用バッグ付）） 236

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （２．５Ｌ１袋） 235

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液
用バッグ付）） 237

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋） 235

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （５Ｌ１袋） 237

ダイアモックス錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 79

ダイアモックス注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 80

ダイフェン配合錠 （１錠） 335

タイメック配合内用液 （１０ｍＬ） 130

タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 （１ｍｇ１カプセル） 271

タケキャブ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 125

タケルダ配合錠 （１錠） 227

タゾピペ配合静注用４．５「明治」 （（４．５ｇ）１瓶） 314

ダットスキャン静注 （１６７ＭＢｑ１筒） 292

タナドーパ顆粒７５％ （７５％１ｇ） 66

タナトリル錠５ （５ｍｇ１錠） 88

タマガワヨードホルムガーゼ 181

タミフルドライシロップ３％ （３％１ｇ） 332

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「あすか」 （０．１ｍｇ１
錠） 177

タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２０ｍｇ１錠） 291

ダラシンＴゲル１％ （１％１ｇ） 183

タリージェ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 43
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タリビッド眼軟膏０．３％ （０．３％１ｇ） 58

タリビッド耳科用液０．３％ （３ｍｇ１ｍＬ） 63

タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠） 43

ダルテパリンＮａ静注４０００単位／１６ｍＬシリンジ「ニプロ」
（４０００低分子ヘパリン国際単位１６ｍＬ１筒） 219

ダルベポエチン アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１２０
μｇ０．５ｍＬ１筒） 272

ダルベポエチン アルファ注１８０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１８０
μｇ０．５ｍＬ１筒） 273

ダルベポエチン アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （２０μｇ
０．５ｍＬ１筒） 274

ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （３０μｇ
０．５ｍＬ１筒） 275

ダルベポエチン アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （４０μｇ
０．５ｍＬ１筒） 276

ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （６０μｇ
０．５ｍＬ１筒） 277

炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 （５００ｍｇ１錠） 131

炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ１
錠） 131

炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 （２５０ｍｇ１錠） 108

単シロップ「ケンエー」 （１０ｍＬ） 350

ダントリウムカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 52

ダントリウム静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 52

タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 （１ｇ） 123

タンボコール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 74

ち

チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 （２５ｍｇ１錠） 44

チアミン塩化物塩酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１
管） 197

チウラジール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 144

チエクール点滴用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶） 314

チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠） 227

チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 （１ｍｇ１錠） 55

注射用エラスポール１００ （１００ｍｇ１瓶） 278

注射用水 （１００ｍＬ１瓶） 349

注射用水 （２０ｍＬ１管） 349

注射用ナファタット１０ （１０ｍｇ１瓶） 279

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 （１００万単位１
瓶） 303

チラーヂンＳ散０．０１％ （０．０１％１ｇ） 144

チラーヂンＳ錠２５μｇ （２５μｇ１錠） 144

チラーヂンＳ錠５０μｇ （５０μｇ１錠） 145

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」 （１ｍＬ１瓶） 346

沈降破傷風トキソイド「生研」 （０．５ｍＬ１瓶） 342

つ

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 299

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 299

ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 300

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 300

ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 300

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 300

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 300

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 300

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 301

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 301

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 301

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 301

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 301

ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 （２ｍｇ１枚） 117

て

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１
瓶） 303

ディスコビスク１．０眼粘弾剤 （１ｍＬ１筒） 59

ディナゲスト錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 167

低分子デキストランＬ注 （５００ｍＬ１袋） 212

テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠） 117

テオフィリンドライシロップ２０％「タカタ」 （２０％１ｇ） 118

テオロング錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 118

デカドロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 152

デキサート注射液１．６５ｍｇ （１．６５ｍｇ０．５ｍＬ１管） 153

デキサート注射液３．３ｍｇ （３．３ｍｇ１ｍＬ１管） 155

デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 （０．１％１ｇ） 138

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 （１
５ｍｇ１錠） 112

デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプ
ロ」 （２００μｇ５０ｍＬ１筒） 5

テクスメテン軟膏０．１％ （０．１％１ｇ） 186

テグレトール細粒５０％ （５０％１ｇ） 13

テグレトール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 13

デスモプレシン・スプレー２．５協和 （１２５μｇ１瓶） 143

テタガムＰ筋注シリンジ２５０ （２５０国際単位１ｍＬ１筒） 345

デトキソール静注液２ｇ （１０％２０ｍＬ１瓶） 255

テナキシル錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 88

テネリア錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 263

デパケンＲ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 14

テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１カプセル） 125

デポ・メドロール水懸注２０ｍｇ （２０ｍｇ１ｍＬ１瓶） 156

デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＤＳＥＰ」 （０．５ｍｇ１錠） 168

デュピクセント皮下注３００ｍｇペン （３００ｍｇ２ｍＬ１キット） 296

テラ・コートリル軟膏 （１ｇ） 186

テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 （１錠） 88

テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチダ」 （６００μｇ１
キット） 145

テリルジー１００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 121

テルミサルタン錠４０ｍｇ「サワイ」 （４０ｍｇ１錠） 89

テルモ糖注１０％ （１０％５００ｍＬ１袋） 204

デルモベートクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ） 187

デルモベートスカルプローション０．０５％ （０．０５％１ｇ） 187

デルモベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 187

点眼・点鼻用リンデロンＡ液 （１ｍＬ） 59

と

トアラセット配合錠「ケミファ」 （１錠） 21

ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 （２ｍｇ１錠） 89

五十音順索引
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ドグマチール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 126

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トー
ワ」 （１００ｍｇ１カプセル） 108

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「杏林」 （３ｍｇ１錠） 44

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 （５ｍｇ１錠） 44

ドパコール配合錠Ｌ１００ （１錠） 28

ドパストン静注５０ｍｇ （０．２５％２０ｍＬ１管） 28

トフィソパム錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠） 5

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 28

ドブポン注０．３％シリンジ （０．３％５０ｍＬ１筒） 66

ドプラム注射液４００ｍｇ （２０ｍｇ１ｍＬバイアル） 109

トラゼンタ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 264

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠） 36

トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」 （１０％１０ｍ
Ｌ１管） 215

トラベルミン配合錠 （１錠） 64

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 21

トランサミンカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル） 215

トランサミンシロップ５％ （５％１ｍＬ） 215

トリクロリールシロップ１０％ （１０％１ｍＬ） 5

トリプタノール錠１０ （１０ｍｇ１錠） 36

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１
錠） 138

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス （０．７５ｍｇ０．５ｍＬ
１キット） 168

トレシーバ注フレックスタッチ （３００単位１キット） 168

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ （（０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃ
ｍ） 188

トレーランＧ液７５ｇ （２２５ｍＬ１瓶） 360

トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 29

ドロレプタン注射液２５ｍｇ （２．５ｍｇ１ｍＬバイアル） 1

トロンビン液モチダソフトボトル１万 （１００００単位１０ｍＬ１
キット） 215

ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 138

な

ナイキサン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 22

ナウゼリン坐剤１０ （１０ｍｇ１個） 139

ナウゼリン坐剤３０ （３０ｍｇ１個） 139

ナウゼリンドライシロップ１％ （１％１ｇ） 139

ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍ
ｇ１瓶） 279

ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍ
ｇ１瓶） 280

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 （０．２ｍｇ１ｍ
Ｌ１管） 110

に

ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「ＦＹ」 （２５ｍｇ２５ｍＬ１
瓶） 90

ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ２ｍＬ１
管） 90

ニコペリック腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付）） 238

ニコペリック腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋） 238

ニコペリック腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ付）） 239

ニコペリック腹膜透析液 （２Ｌ１袋） 239

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 96

ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「日医工」 （４８ｍｇ１瓶） 97

ニコランマート錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 97

ニコリン注射液５００ｍｇ （５％１０ｍＬ１管） 108

ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 108

ニゾラールクリーム２％ （２％１ｇ） 192

日点アトロピン点眼液１％ （１％５ｍＬ１瓶） 59

ニトプロ持続静注液６ｍｇ （６ｍｇ２ｍＬ１管） 90

ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＴＥ」 （５ｍｇ１０ｍＬ１
管） 97

ニトログリセリンテープ２７ｍｇ「トーワ」 （（２７ｍｇ）９．６平方
ｃｍ１枚） 98

ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ／１００ｍＬ「ＴＥ」 （５０ｍｇ
１００ｍＬ１袋） 98

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１錠） 98

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１錠） 98

ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「トーワ」 （２０ｍｇ１錠） 99

ニフレック配合内用剤 （１袋） 363

乳酸カルシウム「ケンエー」 （１０ｇ） 200

乳糖「ホエイ」 （１０ｇ） 349

ニュープロパッチ４．５ｍｇ （４．５ｍｇ１枚） 29

ニュープロパッチ９ｍｇ （９ｍｇ１枚） 30

ニューモバックスＮＰ （０．５ｍＬ１瓶） 340

ね

ネオアミユー輸液 （２００ｍＬ１袋） 208

ネオシネジンコーワ５％点眼液 （５％１ｍＬ） 59

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 93

ネオステリングリーンうがい液０．２％ （１ｍＬ） 195

ネオフィリン注２５０ｍｇ （２．５％１０ｍＬ１管） 67

ネオラミン・スリービー液（静注用） （１０ｍＬ１管） 200

ネオーラル２５ｍｇカプセル （２５ｍｇ１カプセル） 280

ネキシウムカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル） 126

の

ノイロトロピン錠４単位 （４単位１錠） 22

ノイロトロピン注射液３．６単位 （３ｍＬ１管） 22

ノバミン筋注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 37

ノバミン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 37

ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン （３００単位１キット） 169

ノボラピッド注フレックスタッチ （３００単位１キット） 169

ノボリンＮ注フレックスペン （３００単位１キット） 169

ノボリンＲ注フレックスペン （３００単位１キット） 170

ノルアドリナリン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 158

は

バイアスピリン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 228

ハイカリックＲＦ輸液 （５００ｍＬ１袋） 204

白色ワセリン （１０ｇ） 349

バクトラミン注 （５ｍＬ１管） 347

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ （２％１ｇ） 304

パセトシン細粒１０％ （１００ｍｇ１ｇ） 315

五十音順索引
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パタノール点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 59

パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 （４％１ｍＬ１管） 55

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ （０．１２５ｍｇ１錠） 67

ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 （２０００単位１００ｍＬ
１瓶） 345

ハベカシン注射液２００ｍｇ （２００ｍｇ４ｍＬ１管） 304

バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」 （５０％１ｇ） 333

バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 （５００ｍｇ１錠） 334

パラミヂンカプセル３００ｍｇ （３００ｍｇ１カプセル） 23

バリコンミール （９９％１０ｇ） 356

バリトゲンＨＤ （９８．６％１０ｇ） 356

バリトゲンＳＨＤ （９９．０％１０ｇ） 356

バリトップＰ （９４．６％１０ｇ） 356

バルギン発泡顆粒 （１ｇ） 357

パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ （０．１２５ｍｇ１錠） 175

パルタンＭ注０．２ｍｇ （０．０２％１ｍＬ１管） 175

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠） 177

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」 （５％１ｍＬ） 14

パルミコート吸入液０．５ｍｇ （０．５ｍｇ２ｍＬ１管） 121

パルモディア錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠） 101

パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 37

バロス発泡顆粒－Ｓ （１ｇ） 357

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 （５００ｍｇ１瓶） 304

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 （０．５ｇ
１瓶） 305

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１．０ｇ「ＭＥＥＫ」 （１ｇ１
瓶） 305

パントシン細粒５０％ （５０％１ｇ） 197

パントール注射液５００ｍｇ （５００ｍｇ１管） 197

ハンプ注射用１０００ （１０００μｇ１瓶） 99

ひ

ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「ＮＰ」 （１％２．５ｍ
Ｌ１筒） 281

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「センジュ」 （０．１％５ｍＬ１
瓶） 60

ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ （０．４６％２
０ｍＬ１瓶（希釈液付）） 60

ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＳ」 （１５ｍｇ１錠） 264

ビオフェルミンＲ散 （１ｇ） 123

ビオフェルミン錠剤 （１錠） 123

ビカネイト輸液 （５００ｍＬ１袋） 213

光糖液５％ （５％１００ｍＬ１瓶） 204

光糖液５％ （５％５００ｍＬ１瓶） 204

ビカルタミド錠８０ｍｇ「あすか」 （８０ｍｇ１錠） 291

ビクシリン注射用２ｇ （２ｇ１瓶） 316

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ （１８ｍｇ３ｍＬ１キット） 170

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 （０．７
５％１ｍＬ） 133

ビサコジル坐剤１０ｍｇ「日新」 （１０ｍｇ１個） 133

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ （０．１２５ｍｇ１錠） 30

ビソノテープ４ｍｇ （４ｍｇ１枚） 91

ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」 （０．６２
５ｍｇ１錠） 75

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医工」 （５ｍｇ１錠） 75

ビソルボン注４ｍｇ （０．２％２ｍＬ１管） 113

ビタジェクト注キット （２筒１キット） 200

ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ１錠） 102

ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 （１００μｇ１瓶（溶解液
付）） 358

ピトレシン注射液２０ （２０単位１管） 143

ビーフリード輸液 （５００ｍＬ１キット） 208

ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」 （２ｇ１瓶） 316

ビームゲン注０．５ｍＬ （０．５ｍＬ１瓶） 340

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 （１．２５ｍｇ１錠） 67

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイア
ル） 170

ヒューマログ注ミリオペン （３００単位１キット） 171

ヒューマログミックス５０注ミリオペン （３００単位１キット） 171

ピラマイド原末 （１ｇ） 327

ピリドキサール錠２０ｍｇ「ツルハラ」 （２０ｍｇ１錠） 197

ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 （０．５ｍｇ１管） 358

ヒルナミン錠（２５ｍｇ） （２５ｍｇ１錠） 38

ビレーズトリエアロスフィア５６吸入 （５６吸入１キット） 121

ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」 （０．００５％５
ｍＬ１瓶） 60

ふ

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 （２０ｍｇ１錠） 127

ファモチジン細粒２％「サワイ」 （２％１ｇ） 127

ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 （２０ｍｇ２０ｍＬ１管） 128

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ （１００ｍｇ１ｍＬ） 324

フィジオ１４０輸液 （５００ｍＬ１袋） 213

フィジオ３５輸液 （５００ｍＬ１袋） 213

フィブラストスプレー５００ （５００μｇ１瓶（溶解液付）） 193

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチダ」 （７５μｇ
０．３ｍＬ１筒） 228

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （６０ｍｇ１
錠） 296

フェジン静注４０ｍｇ （４０ｍｇ２ｍＬ１管） 202

フェソロデックス筋注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ５ｍＬ１筒） 292

フェノバール注射液１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管） 5

フェノバルビタール散１０％「マルイシ」 （１０％１ｇ） 6

フェブリク錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 257

フェリセルツ散２０％ （６００ｍｇ１包） 361

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ （１錠） 202

フェロベリン配合錠 （１錠） 123

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「第一三共」 （１
ｍｇ１枚） 369

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「第一三共」 （２
ｍｇ１枚） 369

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ「第一三共」 （６
ｍｇ１枚） 370

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 （０．００５％２ｍＬ１
管） 371

フェントステープ０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１枚） 371

フォシーガ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 264

フォリアミン錠 （５ｍｇ１錠） 198

フォリアミン注射液 （１５ｍｇ１管） 198
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フシジンレオ軟膏２％ （２０ｍｇ１ｇ） 183

ブスコパン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 55

ブスコパン注２０ｍｇ （２％１ｍＬ１管） 56

フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 112

ブドウ糖 （１０ｇ） 205

ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 （５０％２０ｍＬ１筒） 205

プラザキサカプセル１１０ｍｇ （１１０ｍｇ１カプセル） 220

プラザキサカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル） 220

フラジール腟錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 174

フラジール内服錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 348

プラノバール配合錠 （１錠） 164

プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１錠） 102

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ （６０ｍｇ１ｍＬ１筒） 281

プランルカストＤＳ１０％「タカタ」 （１０％１ｇ） 297

プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「日医工」 （１１２．５ｍｇ１錠） 297

プリズバインド静注液２．５ｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶） 229

ブリディオン静注２００ｍｇ （２００ｍｇ２ｍＬ１瓶） 255

フリバスＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 178

プリビナ液０．０５％ （０．０５％１ｍＬ） 63

プリビナ点眼液０．５ｍｇ／ｍＬ （０．０５％１ｍＬ） 60

プリモボラン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 146

プリンペラン錠５ （５ｍｇ１錠） 140

フルイトラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 80

フルオレサイト静注５００ｍｇ （１０％５ｍＬ１瓶） 361

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１カプ
セル） 336

フルコナゾール静注液２００ｍｇ「サワイ」 （０．２％１００ｍＬ
１瓶） 337

フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 （１２０吸入１
瓶） 122

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＪＧ」 （１ｍｇ１錠） 6

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 （０．５ｍｇ５ｍＬ１管） 110

フルマリンキット静注用１ｇ （１ｇ１キット（生理食塩液１００ｍ
Ｌ付）） 316

フルメトロン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 60

プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ファイザー」 （７５ｍｇ１錠） 45

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） （１ｍｇ１錠） 158

プレドニン眼軟膏 （０．２５％１ｇ） 60

プレドニン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 159

プレベナー１３水性懸濁注 （０．５ｍＬ１筒） 340

プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１瓶） 140

プロスタール錠２５ （２５ｍｇ１錠） 164

プロスタンディン軟膏０．００３％ （０．００３％１ｇ） 194

フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 （４％１ｇ） 80

フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 （２０ｍｇ１錠） 81

プロタノールＬ注０．２ｍｇ （０．０２％１ｍＬ１管） 68

プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 （１％１０ｍＬバイア
ル） 216

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 （０．２５ｍｇ１錠） 6

プロトピック軟膏０．１％ （０．１％１ｇ） 194

プロノン錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 76

プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ （１３ｍＬ１筒） 361

プロピレングリコール＊（丸石） （１０ｍＬ） 349

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 （２００ｍｇ２０ｍ
Ｌ１管） 2

プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 （５００ｍｇ５０ｍ
Ｌ１瓶） 2

ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 （０．１％１ｍＬ） 61

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 （０．２％１
ｍＬ） 114

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠） 114

ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ） （５００００単
位１ｇ） 260

フロリードゲル経口用２％ （２％１ｇ） 337

へ

ベオーバ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 178

ペキロンクリーム０．５％ （０．５％１ｇ） 192

ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」 （１０ｍｇ１瓶） 52

ベサコリン散５％ （５％１ｇ） 53

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１錠） 102

ベシケアＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 178

ベタニス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 179

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 （６ｍｇ１錠） 64

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 （０．５ｍｇ１錠） 159

ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 （３．５％１ｍＬ１管） 373

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 （４ｍｇ１錠） 99

ベネット錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 282

ベノキシール点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ） 61

ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サワイ」 （２００００
単位１瓶） 221

ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 （５０００単位５ｍＬ
１瓶） 221

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍ
Ｌ （５００単位５ｍＬ１筒） 221

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」
（１ｇ） 222

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニプロ」 （１ｇ） 222

ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 （１０００単位５ｍＬ１瓶） 345

ヘブスブリン筋注用２００単位 （２００単位１ｍＬ１瓶（溶解
液付）） 345

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ （０．５ｍＬ
１筒） 341

ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「日医工」 （２０μｇ１錠） 229

ペリアクチンシロップ０．０４％ （０．０４％１０ｍＬ） 293

ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 240

ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 239

ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 241

ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 （２Ｌ１袋） 240

ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 （３Ｌ１袋） 241

ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 242

ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 241

ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 243

ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 （２Ｌ１袋） 242
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ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 （３Ｌ１袋） 243

ベリチーム配合顆粒 （１ｇ） 130

ベルソムラ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 45

ヘルベッサー錠３０ （３０ｍｇ１錠） 100

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「杏林」 （５０ｍｇ１錠） 258

ペンタサ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 140

ほ

ボアラクリーム０．１２％ （０．１２％１ｇ） 188

ボアラ軟膏０．１２％ （０．１２％１ｇ） 188

ホクナリンテープ０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１枚） 118

ホクナリンテープ１ｍｇ （１ｍｇ１枚） 119

ボグリボース錠０．２ｍｇ「日医工」 （０．２ｍｇ１錠） 265

ボースデル内用液１０ （１０ｍｇ２５０ｍＬ１袋） 361

ホスホマイシンナトリウム静注用２ｇ「日医工」 （２ｇ１瓶） 317

ホスミシン錠５００ （５００ｍｇ１錠） 317

ホスミシンドライシロップ４００ （４００ｍｇ１ｇ） 317

ボスミン外用液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 160

ボスミン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 160

ホスリボン配合顆粒 （１００ｍｇ１包（リンとして）） 202

ポビドンヨードガーグル液７％「明治」 （７％１ｍＬ） 120

ポビドンヨードゲル１０％「マイラン」 （１０％１０ｇ） 181

ポビドンヨード消毒液１０％「ケンエー」 （１０％１０ｍＬ） 182

ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ （２５０
ｍｇ１００ｍＬ１袋） 50

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 （７５ｍｇ１錠） 128

ポララミン注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 293

ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２００ｍｇ１錠） 324

ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５０ｍｇ１錠） 325

ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分包２５ｇ「三
和」 （２０％２５ｇ１個） 109

ポリドカスクレロール１％注２ｍＬ （１％２ｍＬ１管） 216

ボルベン輸液６％ （６％５００ｍＬ１袋） 213

ポンタールシロップ３．２５％ （３．２５％１ｍＬ） 23

ま

マイザークリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ） 188

マイザー軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 189

マイトマイシン注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶） 291

マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカタ」 （０．００２５％
１ｇ） 194

マキュエイド眼注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶） 61

マグコロール （２５０ｍＬ１瓶） 357

マグセント注１００ｍＬ （１００ｍＬ１瓶） 179

マグミット錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 131

マグミット錠３３０ｍｇ （３３０ｍｇ１錠） 131

マドパー配合錠 （１錠） 30

マンニットールＳ注射液 （３００ｍＬ１瓶） 205

み

ミオコールスプレー０．３ｍｇ （０．６５％７．２ｇ１缶） 100

ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「明治」 （７５ｍｇ１瓶） 325

ミケランＬＡ点眼液２％ （２％１ｍＬ） 61

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 （１０ｍｇ２ｍＬ１管） 7

ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 244

ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 243

ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 （２．５Ｌ１袋） 245

ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 245

ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 （２Ｌ１袋） 244

ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 247

ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 246

ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 （２．５Ｌ１袋） 248

ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）） 248

ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 （２Ｌ１袋） 247

ミドリンＭ点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ） 62

ミドリンＰ点眼液 （１ｍＬ） 62

ミネブロ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 91

ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠） 321

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 （１００
ｍｇ１瓶） 322

ミヤＢＭ細粒 （１ｇ） 124

ミラクリッド注射液５万単位 （５００００単位１ｍＬ１管） 282

ミルセラ注シリンジ１５０μｇ （１５０μｇ０．３ｍＬ１筒） 283

ミルセラ注シリンジ２００μｇ （２００μｇ０．３ｍＬ１筒） 283

ミルセラ注シリンジ２５０μｇ （２５０μｇ０．３ｍＬ１筒） 284

ミルセラ注シリンジ７５μｇ （７５μｇ０．３ｍＬ１筒） 284

ミルタザピン錠１５ｍｇ「ニプロ」 （１５ｍｇ１錠） 38

ミールビック （一人分１瓶（溶解液付）） 346

ミルリーラ注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ１０ｍＬ１管） 68

ミレーナ５２ｍｇ （１個） 175

ミンクリア内用散布液０．８％ （２０ｍＬ１筒） 363

む

ムコサールドライシロップ１．５％ （１．５％１ｇ） 114

ムコフィリン吸入液２０％ （１７．６２％２ｍＬ１包） 114

め

メイスパン配合軟膏 （１ｇ） 194

メイラックス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 7

メイロン静注７％ （７％２５０ｍＬ１袋） 255

メキシチールカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル） 76

メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「杏林」 （１００ｍｇ１錠） 76

メコバラミン錠５００μｇ「ＳＷ」 （０．５ｍｇ１錠） 198

メジコン散１０％ （１０％１ｇ） 112

メジコン配合シロップ （１０ｍＬ） 114

メチコバール注射液５００μｇ （０．５ｍｇ１管） 198

滅菌精製水＊（ヤクハン） （１０ｍＬ） 349

メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 （０．５％２ｍＬ１管） 141

メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 （２ｍｇ１錠） 285

メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「テバ」 （４０ｍｇ１錠） 91
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メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ニプロ」 （２５０ｍｇ１錠） 265

メトリジン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 93

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 （０．０１４３％５ｍＬ１
キット） 119

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ （０．０１％０．３ｍＬ１個） 119

メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ （０．０００５％１ｍＬ） 119

メプチンドライシロップ０．００５％ （０．００５％１ｇ） 120

メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２０ｍｇ１錠） 46

メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５ｍｇ１錠） 46

メルカゾール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 145

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 （５００ｍｇ１瓶） 318

も

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 （５ｍｇ１錠） 141

モリプロンＦ輸液 （２００ｍＬ１袋） 208

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」 （１％１ｍＬ１管） 367

モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「第一三共」 （１％５ｍＬ１管） 368

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 （１０ｍｇ１錠） 297

や

薬用炭「日医工」 （１ｇ） 124

ゆ

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ （１００ｍｇ１カプセル（テガ
フール相当量）） 290

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ （４ｇ１瓶） 292

ユーロジン２ｍｇ錠 （２ｍｇ１錠） 7

よ

ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１丸） 203

ら

ライゾデグ配合注フレックスタッチ （３００単位１キット） 171

ラキソベロン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 133

ラクティオンパップ７０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 189

ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ （５４．１６７％１２ｇ１包） 285

ラコールＮＦ配合経腸用液 （１０ｍＬ） 209

ラシックス注２０ｍｇ （２０ｍｇ１管） 81

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」 （０．００５％１ｍ
Ｌ） 62

ラックビー微粒Ｎ （１％１ｇ） 124

ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶） 334

ラビピュール筋注用 （１瓶（溶解液付）） 341

ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＡＡ」 （１０ｍｇ１錠） 128

ラボナール注射用０．３ｇ （３００ｍｇ１管） 2

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 （１５ｍｇ１錠） 129

ランタスＸＲ注ソロスター （４５０単位１キット） 172

ランマーク皮下注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１．７ｍＬ１瓶） 286

り

リアルダ錠１２００ｍｇ （１２００ｍｇ１錠） 141

リオナ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 109

リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 222

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 223

リクラスト点滴静注液５ｍｇ （５ｍｇ１００ｍＬ１瓶） 286

リグロス歯科用液キット１２００μｇ （１２００μｇ１キット） 195

リグロス歯科用液キット６００μｇ （６００μｇ１キット） 195

リコモジュリン点滴静注用１２８００ （１２８００単位１瓶） 223

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠） 38

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」 （０．１％１ｍＬ） 39

リーゼ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 39

リゾビスト注 （４４．６ｍｇ１．６ｍＬ１瓶） 361

リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 （２％１ｍＬ） 51

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 （２％５ｍＬ１筒） 77

リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 （（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．
０ｍｍ１枚） 51

リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 （１％２００ｍＬ１袋） 51

リドカインポンプスプレー８％「日新」 （１ｇ） 51

リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「あすか」 （１％５ｍＬ１
管） 179

リーバクト配合顆粒 （４．１５ｇ１包） 209

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 （３００ｍｇ１包） 130

リピオドール４８０注１０ｍＬ （１０ｍＬ１管） 357

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 （１５０ｍｇ１カプセ
ル） 322

リボトリール細粒０．１％ （０．１％１ｇ） 15

リボトリール錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 15

リマチル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 293

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「ＳＮ」 （５μｇ１錠） 230

硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ （０．５モル２０ｍＬ１管） 56

リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ （１１．２５ｍｇ１
筒） 172

リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」
（３．７５ｍｇ１筒） 173

リリカカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 46

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ （０．５モル２０ｍＬ１管） 213

リン酸コデイン散１％「メタル」 （１％１ｇ） 115

リンデロン－ＶＧローション （１ｍＬ） 189

リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ （０．１２％１ｇ） 189

リンデロンシロップ０．０１％ （０．０１％１ｍＬ） 161

リンデロン注２ｍｇ（０．４％） （２ｍｇ１管） 162

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 62

リンパック透析剤ＴＡ１ （２袋１組） 230

る

ルネスタ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 8

ルプラック錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠） 81

ルリクールＶＧ軟膏０．１２％ （１ｇ） 190

ルリコンクリーム１％ （１％１ｇ） 192

ルリコン軟膏１％ （１％１ｇ） 193

れ

レギチーン注射液５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１瓶） 362

レキップＣＲ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 31

レキップＣＲ錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠） 31

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）） 249
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レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）） 249

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （２．５Ｌ１袋） 250

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）） 250

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （５Ｌ１袋） 251

レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）） 252

レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）） 251

レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 （２．５Ｌ１袋） 253

レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）） 252

レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 （５Ｌ１袋） 253

レクサプロ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 40

レスタミンコーワクリーム１％ （１％１０ｇ） 190

レトロゾール錠２．５ｍｇ「サワイ」 （２．５ｍｇ１錠） 292

レナジェル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 109

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 （１００ｍｇ１錠） 129

レペタン坐剤０．４ｍｇ （０．４ｍｇ１個） 23

レペタン注０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１管） 23

レベミル注フレックスペン （３００単位１キット） 173

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）） 329

レボフロキサシン点眼液０．５％「日点」 （０．５％１ｍＬ） 62

レボフロキサシン点滴静注５００ｍｇ／２０ｍＬ「ＤＳＥＰ」 （５
００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 330

レボホリナート点滴静注用１００「オーハラ」 （１００ｍｇ１瓶） 255

レボホリナート点滴静注用２５「オーハラ」 （２５ｍｇ１瓶） 256

レミッチＯＤ錠２．５μｇ （２．５μｇ１錠） 47

レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 （２ｍｇ１瓶） 373

レルベア１００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 122

レルベア２００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 122

ろ

ロイコボリン注３ｍｇ （０．３％１ｍＬ１管） 257

ロキソニンゲル１％ （１％１ｇ） 190

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「武田テバ」 （６０ｍｇ１錠） 24

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユートク」 （１０ｃｍ×１
４ｃｍ１枚） 190

ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「ケミファ」 （１０ｃ
ｍ×１４ｃｍ１枚） 190

ロコイドクリーム０．１％ （０．１％１ｇ） 191

ロコイド軟膏０．１％ （０．１％１ｇ） 191

ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「日新」 （５０ｍｇ１錠） 92

ロサルヒド配合錠ＬＤ「ニプロ」 （１錠） 92

ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２．５ｍｇ１錠） 103

ロゼレム錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠） 47

ロタリックス内用液 （１．５ｍＬ１本） 341

ロピオン静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管） 24

ロペミン小児用細粒０．０５％ （０．０５％１ｇ） 124

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１カプセル） 124

ロルファン注射液１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 111

わ

ワゴスチグミン注０．５ｍｇ （０．０５％１ｍＬ１管） 54

ワソラン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 100

ワソラン静注５ｍｇ （０．２５％２ｍＬ１管） 77

ワーファリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 224

ワントラム錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 24
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