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２

２ｍｇセルシン錠 （２ｍｇ１錠） 1

５

５－ＦＵ軟膏５％協和 （５％１ｇ） 164

５ｍｃｇチロナミン錠 （５μｇ１錠） 104

５ｍｇセルシン錠 （５ｍｇ１錠） 1

Ｓ

ＳＧ配合顆粒 （１ｇ） 13

あ

アイピーディカプセル１００ （１００ｍｇ１カプセル） 184

アイベータ配合点眼液 （１ｍＬ） 39

アイミクス配合錠ＨＤ （１錠） 53

アサコール錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠） 95

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 205

アジレクト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 18

アジレクト錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 19

アスタット軟膏１％ （１％１ｇ） 130

アスベリン散１０％ （１０％１ｇ） 80

アスベリン錠１０ （１０ｍｇ１錠） 80

アスベリンシロップ０．５％ （０．５％１０ｍＬ） 80

アゾルガ配合懸濁性点眼液 （１ｍＬ） 40

アダプチノール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 40

アダラートＣＲ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 64

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 64

アダラートＣＲ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 64

アーチスト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 53

アーチスト錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 54

アテディオ配合錠 （１錠） 55

アデムパス錠１．０ｍｇ （１ｍｇ１錠） 73

アーテン錠（２ｍｇ） （２ｍｇ１錠） 19

アドエア１００ディスカス２８吸入用 （２８ブリスター１キット） 83

アドエア１２５エアゾール１２０吸入用 （１２．０ｇ１瓶） 83

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット） 84

アドエア５００ディスカス２８吸入用 （２８ブリスター１キット） 84

アドエア５００ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット） 85

アドエア５０エアゾール１２０吸入用 （１２．０ｇ１瓶） 85

アドシルカ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 73

アトーゼット配合錠ＬＤ （１錠） 67

アドナ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 136

アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠） 172

アノーロエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 80

アピドラ注ソロスター （３００単位１キット） 112

アフィニトール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 172

アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ （２５μｇ１錠） 95

アヘンチンキ （１０％１ｍＬ） 221

アマージ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 62

アミサリン錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠） 49

アミティーザカプセル２４μｇ （２４μｇ１カプセル） 93

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 65

アメナリーフ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 208

アモバン錠７．５ （７．５ｍｇ１錠） 1

アリセプトＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 33

アリセプトＤ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 34

アリセプトＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 35

アーリーダ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 173

アリミデックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 173

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 52

アルドメット錠２５０ （２５０ｍｇ１錠） 55

アルピニー坐剤５０ （５０ｍｇ１個） 13

アレグラ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 184

アレグラ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 184

アレサガテープ８ｍｇ （８ｍｇ１枚） 184

アレジオン錠２０ （２０ｍｇ１錠） 185

アレジオン点眼液０．０５％ （０．０５％１ｍＬ） 40

アレロック顆粒０．５％ （０．５％１ｇ） 185

アロマシン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 173

アンジュ２１錠 （（２１日分）１組） 119

アンプラーグ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 137

い

イオウ・カンフルローション「東豊」 （１０ｍＬ） 130

イクスタンジ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 174

イクセロンパッチ１３．５ｍｇ （１３．５ｍｇ１枚） 35

イーケプラ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 5

イトリゾールカプセル５０ （５０ｍｇ１カプセル） 215

イニシンク配合錠 （１錠） 145

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ （３７．５ｍｇ１カプセル） 22

イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル） 23

イブランスカプセル１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１カプセル） 174

イブランスカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 174

イミグラン点鼻液２０ （２０ｍｇ０．１ｍＬ１個） 62

イムラン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 153

イリボー錠５μｇ （５μｇ１錠） 95

イルトラ配合錠ＬＤ （１錠） 56

インチュニブ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 24

インチュニブ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 24

インテバンクリーム１％ （１％１ｇ） 125

インライタ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 175

インライタ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 175

う

ヴォトリエント錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 176

ヴォリブリス錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 73

ウプトラビ錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠） 74

ウプトラビ錠０．４ｍｇ （０．４ｍｇ１錠） 74

ウリアデック錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 144

ウルソ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 94
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え

エアゾリンＤ１ （１ｇ） 125

エクセラーゼ配合錠 （１錠） 93

エクメット配合錠ＨＤ （１錠） 146

エクメット配合錠ＬＤ （１錠） 146

エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ （１５６．７ｍｇ１カプセ
ル） 164

エックスフォージ配合錠 （１錠） 56

エネーボ配合経腸用液 （１０ｍＬ） 135

エバステルＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 185

エパデールＳ６００ （６００ｍｇ１包） 138

エパデールＳ９００ （９００ｍｇ１包） 138

エピペン注射液０．１５ｍｇ （０．１５ｍｇ１筒） 105

エピペン注射液０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１筒） 105

エピレオプチマル散５０％ （５０％１ｇ） 5

エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 （５．６ｍｇ１瓶） 46

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 153

エンシュア・Ｈ （１０ｍＬ） 135

エンドキサン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 164

エンレスト錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 74

お

オキサロールローション２５μｇ／ｇ （０．００２５％１ｇ） 131

オゼックス細粒小児用１５％ （１５０ｍｇ１ｇ） 206

オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ （０．２５ｍｇ０．５ｍＬ１
キット） 113

オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ （０．５ｍｇ０．５ｍＬ１キッ
ト） 113

オテズラ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 153

オテズラ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 154

オテズラ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 154

オパルモン錠５μｇ （５μｇ１錠） 138

オプスミット錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 75

オフロキサシンゲル化点眼液０．３％「わかもと」 （０．３％１
ｍＬ） 40

オメプラール錠２０ （２０ｍｇ１錠） 87

オラペネム小児用細粒１０％ （１００ｍｇ１ｇ） 198

オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 （１１．２ｍｇ３．３
ｇ１キット） 86

オルベスコ５０μｇインヘラー１１２吸入用 （５．６ｍｇ６．６ｇ
１キット） 86

オングリザ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 147

か

ガスコン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 87

ガスターＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 88

ガスター散２％ （２％１ｇ） 88

ガスモチン散１％ （１％１ｇ） 96

ガスモチン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 96

ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 89

カソデックス錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠） 176

ガチフロ点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ） 41

カチリ「ホエイ」 （１０ｇ） 125

カデュエット配合錠４番 （１錠） 75

ガナトン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 96

カナリア配合錠 （１錠） 147

カバサール錠１．０ｍｇ （１ｍｇ１錠） 19

ガバペン錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠） 6

カリメート経口液２０％ （２０％２５ｇ１包） 76

カルデナリン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 57

き

キックリンカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル） 76

キネダック錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 154

キャブピリン配合錠 （１錠） 138

キンダベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 125

く

グーフィス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 93

クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 （１ｇ） 191

クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 （１ｇ） 191

クラシエ小柴胡湯エキス細粒 （１ｇ） 191

クラシエ猪苓湯エキス細粒 （１ｇ） 191

クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 （１ｇ） 191

クラシエ防風通聖散料エキス細粒 （１ｇ） 192

グラセプターカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル） 155

グラセプターカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル） 155

クラビット錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとし
て）） 206

クラビット点眼液１．５％ （１．５％１ｍＬ） 41

グラマリール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 36

クラリシッド錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 200

クラリス錠５０小児用 （５０ｍｇ１錠） 200

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 185

グランダキシン錠５０ （５０ｍｇ１錠） 2

クリノリル錠１００ （１００ｍｇ１錠） 13

グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「トーワ」 （２．５ｍｇ１錠） 148

グルベス配合錠 （１錠） 148

クレストール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 68

グレースビット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 207

クレナフィン爪外用液１０％ （１０％１ｇ） 215

クレメジン速崩錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 141

クロミッド錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 113

け

ケアラム錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 156

ケアロードＬＡ錠６０μｇ （６０μｇ１錠） 76

ケタスカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル） 186

ケフラール細粒小児用１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｇ） 198

こ

コソプト配合点眼液 （１ｍＬ） 41

コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「第一三共」 （２０ｍｇ１錠） 221

コートン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 106

ゴナトロピン注用５０００単位 （５０００単位１管） 99
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ゴナールエフ皮下注ペン４５０ （４５０国際単位０．７５ｍＬ１
筒） 100

コニール錠４ （４ｍｇ１錠） 65

コメリアンコーワ錠１００ （１００ｍｇ１錠） 65

コランチル配合顆粒 （１ｇ） 89

コールタイジン点鼻液 （１ｍＬ） 47

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 （０．５ｍｇ１錠） 144

コレバイン錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 68

コンサータ錠１８ｍｇ （１８ｍｇ１錠） 24

コンサータ錠２７ｍｇ （２７ｍｇ１錠） 25

コンバントリン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 217

コンベック軟膏５％ （５％１ｇ） 125

さ

サアミオン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 77

ザイザル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 186

ザイティガ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 177

サイトテック錠１００ （１００μｇ１錠） 89

ザイロリック錠１００ （１００ｍｇ１錠） 145

サインバルタカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル） 26

ザガーロカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル） 114

ザジテン点鼻液０．０５％ （６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶） 47

ザジテンドライシロップ０．１％ （０．１％１ｇ） 186

ザラカム配合点眼液 （１ｍＬ） 41

サラゾピリン坐剤５００ｍｇ （５００ｍｇ１個） 205

サルタノールインヘラー１００μｇ （０．１６％１３．５ｍＬ１瓶） 81

ザルティア錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 120

サンコバ点眼液０．０２％ （０．０２％５ｍＬ１瓶） 42

し

シアノコバラミン点眼液０．０２％「杏林」 （０．０２％５ｍＬ１
瓶） 42

シアリス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 121

ジクアス点眼液３％ （３％５ｍＬ１瓶） 42

シグマート錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 65

ジゴシン錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠） 48

ジフルカンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 216

シベノール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 49

シベノール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 49

ジャディアンス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 148

ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ （３６０ｍｇ１包） 141

ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ （９０ｍｇ１包） 142

静注用フローラン０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１瓶） 77

静注用フローラン専用溶解液 （５０ｍＬ１瓶） 77

ジルテック錠１０ （１０ｍｇ１錠） 187

ジルテックドライシロップ１．２５％ （１．２５％１ｇ） 187

シンバスタチン錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 （５ｍｇ１錠） 69

シンフェーズＴ２８錠 （（２８日分）１組） 120

シンメトレル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 20

す

スージャヌ配合錠 （１錠） 149

スチックゼノールＡ （１０ｇ） 126

スチバーガ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 177

ステロネマ注腸３ｍｇ （３．９５ｍｇ１個） 107

ストロメクトール錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 218

スピール膏Ｍ （２５平方ｃｍ１枚） 131

スプレキュア点鼻液０．１５％ （１５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 114

スンベプラカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 208

せ

セイブル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 149

セキソビット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 114

ゼジューラカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 178

セディール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 2

セパゾン錠１ （１ｍｇ１錠） 2

ゼビアックスローション２％ （２％１ｇ） 124

セファドール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 47

ゼフィックス錠１００ （１００ｍｇ１錠） 209

セフゾンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 199

ゼペリン点眼液０．１％ （５ｍｇ５ｍＬ１瓶） 42

ゼポラスパップ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 126

セルセプトカプセル２５０ （２５０ｍｇ１カプセル） 156

セルタッチパップ７０ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 126

セルニルトン錠 （１錠） 121

セルベックスカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル） 89

セルベックス細粒１０％ （１０％１ｇ） 90

セレキノン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 97

セレジストＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 36

セレニカＲ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 6

セレニカＲ錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠） 7

セレベント５０ディスカス （５０μｇ６０ブリスター１キット） 81

セロクラール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 78

ゼンタコートカプセル３ｍｇ （３ｍｇ１カプセル） 97

そ

ソバルディ錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠） 209

ゾビラックス錠２００ （２００ｍｇ１錠） 209

ソマバート皮下注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 115

ソマバート皮下注用１５ｍｇ （１５ｍｇ１瓶（溶解液付）） 115

ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 （４ｇ１包） 135

た

ダイアート錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 52

タイケルブ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 179

タガメット錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 90

ダクルインザ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 210

タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイザー」 （０．５ｍｇ１カプ
セル） 157

タチオン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 142

タプコム配合点眼液 （１ｍＬ） 42

タプロス点眼液０．００１５％ （０．００１５％１ｍＬ） 43

ダラシンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 198
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タリオン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 187

タリムス点眼液０．１％ （０．１％５ｍＬ１瓶） 43

ち

チアトンカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル） 38

チガソンカプセル１０ （１０ｍｇ１カプセル） 134

チモプトール点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ） 43

沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 （１０ｇ） 93

つ

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 192

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 192

ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 192

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 192

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 193

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 193

ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 193

ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 193

ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 193

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 193

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 194

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 194

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 194

ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 194

ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 194

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 194

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 195

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 195

ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 195

ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 195

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 195

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 196

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 196

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 196

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 196

ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 196

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 196

ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 197

て

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（テガフール相
当量）） 165

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ （２５ｍｇ１錠（テガフール相
当量）） 166

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ （２０ｍｇ１カプセル（テガ
フール相当量）） 166

ティーエスワン配合カプセルＴ２５ （２５ｍｇ１カプセル（テガ
フール相当量）） 167

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ （２０ｍｇ１包（テガフール相当
量）） 168

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ （２５ｍｇ１包（テガフール相当
量）） 169

ディオバン錠１６０ｍｇ （１６０ｍｇ１錠） 57

ディオバン錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠） 57

ディナゲスト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 115

ディビゲル１ｍｇ （１ｍｇ１包） 108

ディレグラ配合錠 （１錠） 188

テオドール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 81

テクスメテンユニバーサルクリーム０．１％ （０．１％１ｇ） 126

テグレトール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 7

デザレックス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 188

デソパン錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 115

デタントール０．０１％点眼液 （０．０１％１ｍＬ） 44

テトラミド錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 26

デトルシトールカプセル２ｍｇ （２ｍｇ１カプセル） 121

デノタスチュアブル配合錠 （１錠） 135

テノーミン錠５０ （５０ｍｇ１錠） 50

デパス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 26

デベルザ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 150

デュオトラバ配合点眼液 （１ｍＬ） 44

デュファストン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 109

デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ （２．１ｍｇ１枚） 221

デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ （４．２ｍｇ１枚） 222

デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ （８．４ｍｇ１枚） 223

テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター （２８．２μｇ
１キット） 104

テルネリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 38

テレミンソフト坐薬１０ｍｇ （１０ｍｇ１個） 94

テレミンソフト坐薬２ｍｇ （２ｍｇ１個） 94

と

トビエース錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 122

トビエース錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠） 122

トピナ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 8

トブラシン点眼液０．３％ （３ｍｇ１ｍＬ） 44

トフラニール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 27

ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ （０．００５％１ｇ） 131

ドボベットゲル （１ｇ） 131

ドボベット軟膏 （１ｇ） 132

トラバタンズ点眼液０．００４％ （０．００４％１ｍＬ） 44

ドラール錠１５ （１５ｍｇ１錠） 2

トランコロン錠７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１錠） 38

トランサミン散５０％ （５０％１ｇ） 136

トリテレン・カプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル） 52

トリプタノール錠２５ （２５ｍｇ１錠） 27

ドルナー錠２０μｇ （２０μｇ１錠） 139

な

ナウゼリン錠１０ （１０ｍｇ１錠） 97

ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 （５ｍｇ１０ｇ１瓶） 47

ナトリックス錠１ （１ｍｇ１錠） 58

ナパゲルン軟膏３％ （３％１ｇ） 126

に

ニコチネルＴＴＳ１０ （（１７．５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚） 219
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ニコチネルＴＴＳ２０ （（３５ｍｇ）２０平方ｃｍ１枚） 219

ニコチネルＴＴＳ３０ （（５２．５ｍｇ）３０平方ｃｍ１枚） 219

ニゾラールローション２％ （２％１ｇ） 130

ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ （（２５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚） 66

ニトロールスプレー１．２５ｍｇ （１６３．５ｍｇ１０ｇ１瓶） 66

ニバジール錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 58

ニフラン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 45

ニューロタン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 58

ね

ネイリンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 216

ネオキシテープ７３．５ｍｇ （７３．５ｍｇ１枚） 122

ネオドパストン配合錠Ｌ１００ （１錠） 20

ネオドパストン配合錠Ｌ２５０ （１錠） 21

ネシーナ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 150

の

ノベルジン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 142

ノリトレン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 28

ノルスパンテープ５ｍｇ （５ｍｇ１枚） 14

ノルディトロピン フレックスプロ注１０ｍｇ （１０ｍｇ１キット） 100

ノルディトロピン フレックスプロ注５ｍｇ （５ｍｇ１キット） 102

ノルバスク錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 66

ノルバデックス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 180

は

バイアグラ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 123

バイエッタ皮下注１０μｇペン３００ （３００μｇ１キット（１０μ
ｇ）） 115

バイエッタ皮下注５μｇペン３００ （３００μｇ１キット（５μ
ｇ）） 116

ハイゼット錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 133

バイナス錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠） 188

ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ （０．２５％１ｍＬ） 45

ハイペン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 14

ハイボン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 134

パキシル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 28

パナルジン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 139

バファリン配合錠Ａ３３０ （３３０ｍｇ１錠） 14

バフセオ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 158

ハーボニー配合錠 （１錠） 210

バラクルード錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 211

パリエット錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 90

パリエット錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 91

ハルシオン０．２５ｍｇ錠 （０．２５ｍｇ１錠） 2

パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入 （２２．４ｍ
ｇ１瓶（２００μｇ）） 86

ひ

ピアーレシロップ６５％ （６５％１ｍＬ） 158

ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＳ」 （３０ｍｇ１錠） 150

ビオチン散０．２％「ホエイ」 （０．２％１ｇ） 134

ビオフェルミンＲ錠 （１錠） 87

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 21

ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 28

ビーソフテンクリーム０．３％ （１ｇ） 136

ビタメジン配合カプセルＢ２５ （１カプセル） 134

ヒダントール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 8

ピートル顆粒分包２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１包） 78

ビビアント錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 159

ビブラマイシン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 202

ビムパット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 8

ピメノールカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル） 50

ビラノア錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 188

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ （１ｇ） 136

ヒルドイドフォーム０．３％ （１ｇ） 136

ヒルドイドローション０．３％ （１ｇ） 137

ヒルナミン錠（５ｍｇ） （５ｍｇ１錠） 29

ふ

ファムビル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 211

フィアスプ注フレックスタッチ （３００単位１キット） 116

フィコンパ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 9

フィコンパ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 9

ブイフェンド錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 203

フェアストン錠４０ （４０ｍｇ１錠） 180

フェアストン錠６０ （６０ｍｇ１錠） 180

フェノバール錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 3

フェマーラ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 180

フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚） 127

フェロミア錠５０ｍｇ （鉄５０ｍｇ１錠） 135

フェントステープ１ｍｇ （１ｍｇ１枚） 223

フェントステープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚） 225

フェントステープ６ｍｇ （６ｍｇ１枚） 226

フオイパン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 159

フォルテオ皮下注キット６００μｇ （６００μｇ１キット） 105

プラスチベース （１０ｇ） 219

プラビックス錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠） 139

フランドルテープ４０ｍｇ （４０ｍｇ１枚） 66

フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 （１錠） 110

フリバスＯＤ錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠） 123

フルツロンカプセル２００ （２００ｍｇ１カプセル） 170

ブルフェン錠２００ （２００ｍｇ１錠） 15

フルメトロン点眼液０．０２％ （０．０２％１ｍＬ） 45

プレタールＯＤ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 140

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 140

プレタール散２０％ （２０％１ｇ） 141

ブレディニンＯＤ錠２５ （２５ｍｇ１錠） 159

ブレディニンＯＤ錠５０ （５０ｍｇ１錠） 159

プレドネマ注腸２０ｍｇ （２０ｍｇ１個） 107

プレマリン錠０．６２５ｍｇ （０．６２５ｍｇ１錠） 109

プレミネント配合錠ＬＤ （１錠） 59
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プログラフカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル） 160

フロジン外用液５％ （５％１ｍＬ） 131

プロセキソール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 109

フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 （４０ｍｇ１錠） 52

プロタノールＳ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 48

プロトピック軟膏０．０３％小児用 （０．０３％１ｇ） 132

プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１錠） 123

ブロプレス錠４ （４ｍｇ１錠） 59

ブロプレス錠８ （８ｍｇ１錠） 59

プロペシア錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 117

フロベン顆粒８％ （８％１ｇ） 15

プロマックＤ錠７５ （７５ｍｇ１錠） 92

ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 （２．５ｍｇ１錠） 21

フロモックス錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 199

フロリネフ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠） 107

へ

ベガモックス点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ） 45

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 69

ベージニオ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 181

ベージニオ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 181

ベージニオ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 182

ベストロン点眼用０．５％ （５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として）） 45

ベセルナクリーム５％ （５％２５０ｍｇ１包） 216

ベタニス錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 124

ベネット錠１７．５ｍｇ （１７．５ｍｇ１錠） 161

ベネット錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠） 162

ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モ
チダ」 （５０００単位０．２ｍＬ１筒） 137

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 （１ｇ） 137

ベピオゲル２．５％ （２．５％１ｇ） 132

ベプシドカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 171

ベプシドカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル） 172

ヘプセラ錠１０ （１０ｍｇ１錠） 212

ベムリディ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 212

ペリアクチン散１％ （１％１ｇ） 183

ペルサンチン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 67

ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 67

ペンタサ顆粒９４％ （９４％１ｇ） 97

ペンタサ坐剤１ｇ （１ｇ１個） 98

ペンタサ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 98

ペンタサ注腸１ｇ （１ｇ１個） 98

ほ

ホクナリンテープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚） 81

ボノサップパック４００ （１シート） 203

ボノテオ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 162

ボノピオンパック （１シート） 204

ポラキス錠３ （３ｍｇ１錠） 124

ボラザＧ軟膏 （１ｇ） 120

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ （３７．５ｍｇ１カプセル） 15

ボルタレンゲル１％ （１％１ｇ） 127

ボルタレンサポ１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１個） 16

ボルタレンサポ２５ｍｇ （２５ｍｇ１個） 16

ボルタレンサポ５０ｍｇ （５０ｍｇ１個） 16

ボルタレン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 17

ボレー外用液１％ （１％１ｍＬ） 130

ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ （０．００２％１ｇ） 133

ボンゾール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 117

ま

マイスタン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 10

マイスリー錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 3

マイスリー錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 3

マヴィレット配合錠 （１錠） 212

マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 63

マーズレンＳ配合顆粒 （１ｇ） 92

マーデュオックス軟膏 （１ｇ） 133

マリゼブ錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠） 151

み

ミオナール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 39

ミグシス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 78

ミコンビ配合錠ＢＰ （１錠） 60

ミティキュアダニ舌下錠１００００ＪＡＵ （１００００ＪＡＵ１錠） 189

ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ （３３００ＪＡＵ１錠） 189

ミニプレス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 60

ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ （１２０μｇ１錠） 103

ミニリンメルトＯＤ錠２４０μｇ （２４０μｇ１錠） 103

ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ （６０μｇ１錠） 103

ミノマイシン顆粒２％ （２０ｍｇ１ｇ） 202

ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ （０．３７５ｍｇ１錠） 22

ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ （１．５ｍｇ１錠） 22

ミルラクト細粒５０％ （５０％１ｇ） 93

む

ムコスタ顆粒２０％ （２０％１ｇ） 92

ムコスタ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 92

ムコスタ点眼液ＵＤ２％ （２％０．３５ｍＬ１本） 46

ムコソルバンＬカプセル４５ｍｇ （４５ｍｇ１カプセル） 79

ムコソルバン錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 79

ムコダイン錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 79

め

メイラックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 4

メインテート錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 50

メキシチールカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 51

メジコン錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 79

メスチノン錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 38

メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 143

メチコバール錠５００μｇ （０．５ｍｇ１錠） 134

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２．５ｍｇ「Ｆ」 （２．
５ｍｇ１錠） 110

五十音順索引
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メノエイドコンビパッチ （１枚） 111

メバロチン錠１０ （１０ｍｇ１錠） 69

メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 （０．０１４３％２．５
ｍＬ１キット） 82

メプチン錠５０μｇ （０．０５ｍｇ１錠） 82

メプチンミニ錠２５μｇ （０．０２５ｍｇ１錠） 82

メリスロン錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠） 47

も

モディオダール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 29

モーバー錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 17

モビコール配合内用剤 （６．８５２３ｇ１包） 94

モーラステープ２０ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚） 127

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 127

や

ヤーズ配合錠 （１錠） 111

ヤーズフレックス配合錠 （１錠） 111

ゆ

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ （１５０ｍｇ１包（テガフール
相当量）） 170

ユーゼル錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 143

ユニコン錠２００ （２００ｍｇ１錠） 83

ユベラＮカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 78

ユベラ軟膏 （１ｇ） 128

ユリノーム錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 145

よ

ヨクイニンエキス散「コタロー」 （１ｇ） 197

ら

ラシックス錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 53

ラジレス錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 61

ラスビック錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠） 208

ラニラピッド錠０．０５ｍｇ （０．０５ｍｇ１錠） 48

ラミクタール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 10

ラミクタール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 11

ラミシールクリーム１％ （１％１ｇ） 130

ラミシール錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠） 217

ランタス注ソロスター （３００単位１キット） 117

り

リウマトレックスカプセル２ｍｇ （２ｍｇ１カプセル） 162

リオベル配合錠ＨＤ （１錠） 151

リオベル配合錠ＬＤ （１錠） 152

リオレサール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 39

リキスミア皮下注３００μｇ （３００μｇ３ｍＬ１キット） 118

リザベンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 189

リザベン点眼液０．５％ （２５ｍｇ５ｍＬ１瓶） 46

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 30

リスパダールＯＤ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 30

リスパダール細粒１％ （１％１ｇ） 31

リズミック錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 78

リスモダンＲ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 51

リドメックスコーワクリーム０．３％ （０．３％１ｇ） 128

リドメックスコーワローション０．３％ （０．３％１ｇ） 128

リバロＯＤ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 69

リピトール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 70

リフキシマ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 205

リベルサス錠１４ｍｇ （１４ｍｇ１錠） 118

リベルサス錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 118

リベルサス錠７ｍｇ （７ｍｇ１錠） 119

リボトリール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 12

リポバス錠５ （５ｍｇ１錠） 70

リーマス錠２００ （２００ｍｇ１錠） 32

リリカカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 36

リルテック錠５０ （５０ｍｇ１錠） 37

リレンザ （５ｍｇ１ブリスター） 212

リンゼス錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠） 99

リンデロン－ＤＰ軟膏 （０．０６４％１ｇ） 128

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ （１ｇ） 129

リンデロン坐剤１．０ｍｇ （１ｍｇ１個） 108

リンデロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 108

る

ルコナック爪外用液５％ （５％１ｇ） 217

ルジオミール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 32

ルセフィ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 152

ルトラール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 110

ルナベル配合錠ＵＬＤ （１錠） 112

ルパフィン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 190

ルボックス錠２５ （２５ｍｇ１錠） 33

ルミガン点眼液０．０３％ （０．０３％１ｍＬ） 46

ルリッド錠１５０ （１５０ｍｇ１錠） 201

れ

レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 （４８ｍｇ３０．８ｇ１瓶） 99

レザルタス配合錠ＨＤ （１錠） 61

レスキュラ点眼液０．１２％ （０．１２％１ｍＬ） 46

レスミット錠５ （５ｍｇ１錠） 4

レスリン錠２５ （２５ｍｇ１錠） 33

レニベース錠５ （５ｍｇ１錠） 61

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン （１４０ｍｇ１ｍＬ１キット） 71

レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー （４２０ｍｇ３．５
ｍＬ１キット） 71

レベトールカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル） 213

レミニールＯＤ錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠） 37

レルパックス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 63

レルミナ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 119

レンドルミン錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠） 4

ろ

ロイケリン散１０％ （１０％１ｇ） 171

五十音順索引
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ロキソニン錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 17

ロキソニンテープ１００ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 129

ロキソニンテープ５０ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚） 129

ロキソニンパップ１００ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 129

ロコアテープ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 130

ローコール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 71

ロスーゼット配合錠ＬＤ （１錠） 72

ロトリガ粒状カプセル２ｇ （２ｇ１包） 72

ロペミンカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル） 87

ロルカム錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 18

ロレルコ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 72

ロンサーフ配合錠Ｔ１５ （１５ｍｇ１錠（トリフルリジン相当
量）） 182

ロンサーフ配合錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（トリフルリジン相当
量）） 183

わ

ワイパックス錠０．５ （０．５ｍｇ１錠） 5

ワゴスチグミン散（０．５％） （０．５％１ｇ） 38

五十音順索引
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