
【般】FAD点眼液0.05%(ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ) フラビタン点眼液０．０５％(1本=5ml)
【般】L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸Ca錠200mg(ｱｽﾊﾟﾗCA) アスパラ－ＣＡ錠２００
【般】ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg(ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ) グルコバイ錠１００ｍｇ
【般】ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg(ｵｰｸﾙ) オークル錠１００ｍｇ
【般】ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg(ｼﾞｽﾛﾏｯｸ) ジスロマック錠２５０ｍｇ
【般】ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg(ｼﾞｽﾛﾏｯｸ) ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg「ﾄｰﾜ」
(般)ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸NaL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ配合細粒(ﾏｰｽﾞﾚﾝ ｱｽﾞﾚﾝ･ｸﾞﾙﾀﾐﾝ配合細粒｢EMEC｣
(般)ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸NaL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ配合顆粒(ﾏｰｽﾞﾚﾝ マーズレンＳ配合顆粒
(般)ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Na炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ配合含嗽剤 含嗽用ハチアズレ顆粒(1包=2g)
【般】ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠16mg(ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ) カルブロック錠１６ｍｇ
【般】ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ錠60mg(ﾀﾞｲｱｰﾄ) ダイアート錠６０ｍｇ
【般】ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ錠60mg(ﾀﾞｲｱｰﾄ) ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ錠60mg「JG」(ﾀﾞｲｱｰﾄ)
【般】ｱﾀﾞﾊﾟﾚﾝｹﾞﾙ0.1%(ﾃﾞｨﾌｪﾘﾝ) ディフェリンゲル０．１％(1本=15g)
【般】ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠25mg(ﾃﾉｰﾐﾝ) ｱﾙｾﾉｰﾙ錠25
【般】ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠25mg(ﾃﾉｰﾐﾝ) テノーミン錠２５
【般】ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠50mg(ﾃﾉｰﾐﾝ) テノーミン錠５０
【般】ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg(ﾘﾋﾟﾄｰﾙ) リピトール錠１０ｍｇ
【般】ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg(ﾘﾋﾟﾄｰﾙ) ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢EE｣
【般】ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ錠1mg(ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ) ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ錠1mg「日医工」(ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ)
【般】ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠50mg(ｼﾝﾒﾄﾚﾙ) ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠50㎎「ｻﾜｲ」
【般】ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg(ｱﾝｶﾛﾝ) ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠100mg｢TE｣
【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ口腔内崩壊錠2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾝ) アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ
【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ口腔内崩壊錠2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾝ) ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣
【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ口腔内崩壊錠5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾝ) アムロジンＯＤ錠５ｍｇ
【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ口腔内崩壊錠5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾝ) ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾄｰﾜ｣
【般】ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg(ｻﾜｼﾘﾝ) サワシリンカプセル２５０
【般】ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg(ｻﾜｼﾘﾝ) ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg「ﾄｰﾜ」(ｻﾜｼﾘﾝ)
【般】ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠3mg(ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ) エビリファイ錠３ｍｇ
【般】ｱﾙｷﾙｼﾞｱﾐﾉｴﾁﾙｸﾞﾘｼﾝ塩酸塩外用液10% テゴー５１消毒液１０％
【般】ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g(ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ) ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g「ｻﾜｲ」
【般】ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g(ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ) アルファロールカプセル０．５μ ｇ
【般】ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g(ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ) ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g「ｻﾜｲ」
【般】ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ錠1μ g(ﾜﾝｱﾙﾌｧ) ワンアルファ錠１．０μ ｇ
【般】ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg(ｺﾝｽﾀﾝ) コンスタン０．４ｍｇ錠
【般】ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg(ｿﾗﾅｯｸｽ) ソラナックス０．４ｍｇ錠
【般】ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg(ｿﾗﾅｯｸｽ) ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg「ｱﾒﾙ」(ｿﾗﾅｯｸｽ)
【般】ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg(ﾌｫｻﾏｯｸ) フォサマック錠３５ｍｇ
【般】ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg(ﾌｫｻﾏｯｸ) ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35㎎「日医工」
【般】ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg(ﾌｫｻﾏｯｸ) フォサマック錠５
【般】ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg(ﾌｫｻﾏｯｸ) ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg「日医工」
【般】ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ塩酸塩錠10mg ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ塩酸塩錠10㎎「ｻﾜｲ」
【般】ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg(ｻﾞｲﾛﾘｯｸ) ザイロリック錠１００
【般】ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15mg(ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ) ムコソルバン錠１５ｍｇ
(般)ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ600mg(ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙ) エパデールＳ６００
【般】ｲｿﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ外用液70%(ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ) ｹﾝｴｰ消毒用ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ･70
【般】ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg(ｶﾞﾅﾄﾝ) ガナトン錠５０ｍｇ
【般】ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg(ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ) イトリゾールカプセル５０
【般】ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ酒石酸塩錠10mg(ｾﾛｸﾗｰﾙ) (脳循環)セロクラール錠１０ｍｇ
【般】ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ酒石酸塩錠10mg(ｾﾛｸﾗｰﾙ) (脳循環)ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ酒石酸錠10mg
【般】ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ錠200mg(ｵｽﾃﾝ) オステン錠２００ｍｇ
【般】ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg(ﾀﾅﾄﾘﾙ) タナトリル錠５
【般】ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ錠100mg(ｱﾊﾞﾌﾟﾛ) アバプロ錠１００ｍｇ
【般】ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｸﾘｰﾑ1%(ｲﾝﾃﾊﾞﾝ) インテバンクリーム１％(1本=25g)
【般】ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ外用液1%(ｲﾝﾃﾊﾞﾝ) インテバン外用液１％(1本=50ml)
【般】ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg(ｳﾙｿ) ウルソ錠１００ｍｇ
【般】ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg(ｳﾙｿ) ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100㎎「ﾄｰﾜ」
【般】ｴﾀﾉｰﾙ外用液(消毒用ｴﾀﾉｰﾙ) 消毒用エタノール液ＩＰ
【般】ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg(ﾃﾞﾊﾟｽ) デパス錠０．５ｍｇ
【般】ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg(ﾃﾞﾊﾟｽ) ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg｢EMEC｣
【般】ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠1mg(ﾃﾞﾊﾟｽ) デパス錠１ｍｇ
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【般】ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg(ﾊｲﾍﾟﾝ) ハイペン錠２００ｍｇ
【般】ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg(ﾊｲﾍﾟﾝ) ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg「ﾄｰﾜ」(ﾊｲﾍﾟﾝ)
【般】ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠2.5mg(ﾚﾆﾍﾞｰｽ) ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM錠2.5｢EMEC｣
【般】ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg(ﾚﾆﾍﾞｰｽ) ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM錠5｢EMEC｣
【般】ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg(ｷﾈﾀﾞｯｸ) ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50｢EK｣
【般】ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠20mg(ｱﾚｼﾞｵﾝ) アレジオン錠２０
【般】ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠20mg(ｱﾚｼﾞｵﾝ) ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠20mg｢日医工｣
【般】ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50mg(ﾐｵﾅｰﾙ) ミオナール錠５０ｍｇ
【般】ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50mg(ﾐｵﾅｰﾙ) ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50㎎「日医工」
【般】ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜｲ｣
【般】ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ錠100mg(ｺﾑﾀﾝ) （ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病）コムタン錠100ｍｇ
【般】ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ錠100mg(ｺﾑﾀﾝ) ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ錠100mg「KN」(ｺﾑﾀﾝ)
【般】ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ錠0.5mg(ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ) バラクルード錠０．５ｍｇ
(般)ｵｵｳﾒｶﾞｻｿｳｴｷｽ1.0mg･ﾊｺﾔﾅｷﾞｴｷｽ等配合錠 エビプロスタット配合錠ＤＢ
【般】ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩腟錠600mg(ｵｷﾅｿﾞｰﾙ) オキナゾール腟錠６００ｍｇ
【般】ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ錠5mg(ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ) ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ錠5mg「KN」(ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ)
【般】ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ口腔内崩壊錠20mg(ｵﾙﾒﾃｯｸ) オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ
【般】ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ口腔内崩壊錠20mg(ｵﾙﾒﾃｯｸ) ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠20mg「ﾄｰﾜ」(ｵﾙﾒﾃｯｸ)
【般】ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg(ｱﾚﾛｯｸ) アレロック錠５
【般】ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg(ｱﾚﾛｯｸ) ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠5㎎｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
【般】ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100mg(ﾌｵｲﾊﾟﾝ) フオイパン錠１００ｍｇ
【般】ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100mg(ﾌｵｲﾊﾟﾝ) ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100㎎「日医工」
【般】ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g(ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙ) ロカルトロールカプセル０．２５
【般】ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g(ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙ) ロカルトロールカプセル０．５
【般】ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg(ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ) ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200㎎「ｱﾒﾙ」
【般】ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg(ｱｰﾁｽﾄ) アーチスト錠１０ｍｇ
【般】ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg(ｱｰﾁｽﾄ) ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg「ﾄｰﾜ」(ｱｰﾁｽﾄ)
【般】ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠2.5mg(ｱｰﾁｽﾄ) アーチスト錠２．５ｍｇ
【般】ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠2.5mg(ｱｰﾁｽﾄ) ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠2.5mg「ﾄｰﾜ」(ｱｰﾁｽﾄ)
【般】ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ5%(ﾑｺﾀﾞｲﾝ) ムコダインシロップ５％
【般】ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ用50%(ﾑｺﾀﾞｲﾝ) ムコダインDS５０％
【般】ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ用50%(ﾑｺﾀﾞｲﾝ) ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝDS50％「ﾃﾊﾞ」
【般】ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg(ﾑｺﾀﾞｲﾝ) ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg「ｻﾜｲ」
【般】ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠4mg(ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ) ブロプレス錠４
【般】ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠4mg(ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ) ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠4mg「ｻﾜｲ」
【般】ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠8mg(ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ) ブロプレス錠８
【般】ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠8mg(ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ) ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠8mg「ｻﾜｲ」
【般】ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg(ｾﾛｸｴﾙ) セロクエル２５ｍｇ錠
【般】ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg(ｾﾛｸｴﾙ) ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg｢ｱﾒﾙ｣
【般】ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ･ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ配合錠(ｳﾗﾘｯﾄ) ウラリット配合錠
【般】ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ錠50mg(ﾌｪﾛﾐｱ) フェロミア錠５０ｍｇ
【般】ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ錠50mg(ﾌｪﾛﾐｱ) ｸｴﾝ酸第一鉄Na錠50mg「ｻﾜｲ」(ﾌｪﾛﾐｱ)
【般】ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ顆粒8.3%(ﾌｪﾛﾐｱ) フェロミア顆粒８．３％
【般】ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ顆粒8.3%(ﾌｪﾛﾐｱ) ｸｴﾝ酸第一鉄Na顆粒8.3%(ﾂﾙﾊﾗ)(ﾌｪﾛﾐｱ)
【般】ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝｼﾛｯﾌﾟ用10%(ｸﾗﾘｽ) クラリスドライシロップ１０％小児用
【般】ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝｼﾛｯﾌﾟ用10%(ｸﾗﾘｽ) ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝDS小児用10%「ﾄｰﾜ」
【般】ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg(ｸﾗﾘｽ) クラリス錠２００
【般】ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg(ｸﾗﾘｽ) ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢EMEC｣
【般】ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg(ｸﾗﾘｽ) クラリス錠５０小児用
【般】ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%40mL(ｹﾝｴｰG) ｹﾝｴｰG浣腸液50%(1本=40ml)
【般】ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg(ｵｲｸﾞﾙｺﾝ) オイグルコン錠１．２５ｍｇ
【般】ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg(ｵｲｸﾞﾙｺﾝ) ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg｢EMEC｣
【般】ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠2.5mg(ｵｲｸﾞﾙｺﾝ) ダオニール錠２．５ｍｇ
【般】ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ口腔内崩壊錠1mg(ｱﾏﾘｰﾙ) ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢EMEC｣
【般】ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg(ｱﾏﾘｰﾙ) アマリール１ｍｇ錠
【般】ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠10μ g(ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ) スピロペント錠１０μ ｇ
【般】ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ腟錠100mg(ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ) エンペシド腟錠１００ｍｇ
【般】ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg(ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ) プラビックス錠７５ｍｇ
【般】ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg(ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ) ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75㎎「ｻﾜｲ」(ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ)
【般】ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩外用液0.05% 0.05W/V%ﾏｽｷﾝ水
【般】ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩外用液5% 5%ﾍｷｻﾞｯｸ液
【般】ｹﾄﾁﾌｪﾝｼﾛｯﾌﾟ用0.1%(ｻﾞｼﾞﾃﾝ) ザジテンドライシロップ０．１％
【般】ｹﾄﾁﾌｪﾝ点眼液0.05%5mL(ｻﾞｼﾞﾃﾝ) ザジテン点眼液０．０５％(1本=5ml)
【般】ｹﾄﾁﾌｪﾝ点眼液0.05%5mL(ｻﾞｼﾞﾃﾝ) ｹﾄﾁﾌｪﾝ点眼液0.05％「SW」(1本=5ml)
【般】ｹﾄﾁﾌｪﾝ点鼻液0.05%(ｻﾞｼﾞﾃﾝ) ザジテン点鼻液０．０５％(1個=8ml)
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(般)ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20mg(7×10cm非温感)(ﾓｰﾗｽ モーラステープ２０ｍｇ(1袋=7枚）
【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg(10×14cm非温感) モーラステープＬ４０ｍｇ(1袋=7枚）
【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾊﾟｯﾌﾟ30mg(10×14cm非温感) ミルタックスパップ３０ｍｇ(1袋=7枚)
【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾊﾟｯﾌﾟ30mg(10×14cm非温感) モーラスパップ３０ｍｇ(1袋=7枚)
【般】ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1%(ｹﾞﾝﾀｼﾝ) ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1%(ﾀｲﾖｰ)10g/本
【般】ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1%(ｹﾞﾝﾀｼﾝ) ゲンタシン軟膏０．１％(1本＝10g)
【般】ｻﾅｸﾀｰｾﾞ12.5%等消化酵素配合顆粒 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合顆粒
(般)ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠500mg(ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝ) アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ
【般】ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ等配合ﾊﾟｯﾌﾟ10g(温感) MS温ｼｯﾌﾟ｢ﾀｲﾎｳ｣(40g×5枚/袋)
【般】ｻﾘﾁﾙ酸軟膏10%(10%ｻﾘﾁﾙ酸ﾜｾﾘﾝ) 10%ｻﾘﾁﾙ酸ﾜｾﾘﾝ軟膏東豊
【般】ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80mg(ｿﾚﾄﾝ) ソレトン錠８０
【般】ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80mg(ﾍﾟｵﾝ) ペオン錠８０
【般】ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠100mg(ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ) アンプラーグ錠１００ｍｇ
【般】ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg(ｾﾙｼﾝ) ５ｍｇセルシン錠
【般】ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ点眼液0.02%(ｻﾝｺﾊﾞ) サンコバ点眼液０．０２％(1個=5ml)
【般】ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ錠1mg(ﾃﾞｨﾅｹﾞｽﾄ) ディナゲスト錠１ｍｇ
【般】ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ点耳液5% ｼﾞｵｸﾁﾙNaｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用液5%(CEO)(10ml/本
(般)ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞﾘﾝ酸塩徐放錠150mg(ﾘｽﾓﾀﾞﾝR) リスモダンＲ錠１５０ｍｇ
(般)ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞﾘﾝ酸塩徐放錠150mg(ﾘｽﾓﾀﾞﾝR) ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐放錠150mg「SW」
(般)ｼﾞﾋﾄﾞﾛｺﾃﾞｲﾝ･dl-ﾒﾁﾙｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ等配合ｼﾛｯﾌﾟ ライトゲン配合シロップ
【般】ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg(ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ) ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25㎎「日医工」
【般】ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄｸﾘｰﾑ0.05%(ﾏｲｻﾞｰ) マイザークリーム０．０５％(1本=10g)
【般】ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠50mg(ｼﾍﾞﾉｰﾙ) シベノール錠５０ｍｇ
(般)ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ100mg(ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ
(般)ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ100mg(ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ100mg 日医
【般】ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg(ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ) ヘルベッサー錠３０
【般】ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg(ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ) ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg｢日医工｣
【般】ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg(ｱﾃﾚｯｸ) アテレック錠５
【般】ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg(ｱﾃﾚｯｸ) ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg「ｻﾜｲ」
【般】ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠100mg(ﾌﾟﾚﾀｰﾙ) プレタールＯＤ錠１００ｍｇ
【般】ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠50mg(ﾌﾟﾚﾀｰﾙ) プレタールＯＤ錠５０ｍｇ
【般】ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg(ﾌﾟﾚﾀｰﾙ) ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢日医工｣
【般】ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg(ﾘﾎﾟﾊﾞｽ) リポバス錠５
【般】ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg(ﾘﾎﾟﾊﾞｽ) ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5㎎「EMEC」
【般】ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg(ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝ) アルダクトンＡ錠２５ｍｇ
【般】ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg(ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝ) ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg「NP」(ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝ)
【般】ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg(ｱﾋﾞﾘｯﾄ) アビリット錠５０ｍｇ
【般】ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg(ｱﾋﾞﾘｯﾄ) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50㎎「ｻﾜｲ」
【般】ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg(ｼﾞﾙﾃｯｸ) ジルテック錠１０
【般】ｾﾄﾗｷｻｰﾄ塩酸塩細粒40%(ﾉｲｴﾙ) ノイエル細粒４０％
【般】ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩細粒10%(ﾌﾛﾓｯｸｽ) フロモックス小児用細粒１００ｍｇ
【般】ｾﾌｼﾞﾆﾙ細粒10%(ｾﾌｿﾞﾝ) セフゾン細粒小児用１０％
【般】ｾﾌｼﾞﾆﾙ細粒10%(ｾﾌｿﾞﾝ) ｾﾌｼﾞﾆﾙ細粒小児用10%「YD」
【般】ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩酸塩錠100mg(ｾﾚｸﾄｰﾙ) セレクトール錠１００ｍｇ
【般】ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠25mg(ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ) ジェイゾロフト錠２５ｍｇ
【般】ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠25mg(ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ) ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠25mg「ｱﾒﾙ」(ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ)
【般】ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg(ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ) ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠12mg
【般】ｾﾝﾉｼﾄﾞ顆粒8%(ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ) ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ顆粒8%｢EMEC｣
【般】ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ錠100mg(ｴｸｾｸﾞﾗﾝ) エクセグラン錠１００ｍｇ
【般】ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠7.5mg(ｱﾓﾊﾞﾝ) アモバン錠７．５
【般】ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠7.5mg(ｱﾓﾊﾞﾝ) ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠7.5mg｢ﾄｰﾜ｣
(般)ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ口腔内崩壊錠2.5mg(ｿﾞｰﾐｯｸﾞ) ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ
(般)ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ口腔内崩壊錠2.5mg(ｿﾞｰﾐｯｸﾞ) ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝOD錠2.5㎎「ﾄｰﾜ」(ｿﾞｰﾐｯｸﾞ
(般)ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg(ﾊﾙﾅｰﾙ) ハルナールＤ錠０．２ｍｇ
(般)ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg(ﾊﾙﾅｰﾙ) ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠0.2mg｢ｻﾜｲ｣
【般】ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠20mg(ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ) ノルバデックス錠２０ｍｇ
【般】ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠25mg(ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ) グラマリール錠２５ｍｇ
【般】ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠25mg(ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ) ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ錠25mg「日医工」
【般】ﾁｷｼﾞｳﾑ臭化物ｶﾌﾟｾﾙ5mg(ﾁｱﾄﾝ) チアトンカプセル５ｍｇ
【般】ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg(ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ) ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100ｍｇ「NP」
【般】ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠1mg(ﾃﾙﾈﾘﾝ) テルネリン錠１ｍｇ
【般】ﾁﾓﾛｰﾙ点眼液0.5%(持続性)(ﾁﾓﾌﾟﾄｰﾙXE) チモプトールＸＥ点眼液0.5％(1個=2.5ml)
【般】ﾁﾓﾛｰﾙ点眼液0.5%(持続性)(ﾁﾓﾌﾟﾄｰﾙXE) ﾁﾓﾛｰﾙXE点眼液0.5%「TS」(1本=2.5ml)
【般】ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ0.5mg(ﾎｸﾅﾘﾝ) ホクナリンテープ０．５ｍｇ
【般】ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ0.5mg(ﾎｸﾅﾘﾝ) ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ0.5「EMEC」
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【般】ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ1mg(ﾎｸﾅﾘﾝ) ホクナリンテープ１ｍｇ
【般】ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ1mg(ﾎｸﾅﾘﾝ) ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ1「EMEC」
【般】ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ2mg(ﾎｸﾅﾘﾝ) ホクナリンテープ２ｍｇ
【般】ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ2mg(ﾎｸﾅﾘﾝ) ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ2｢EMEC｣
【般】ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠100mg(12～24時間持続) テオロング錠１００ｍｇ
(般)ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠200mg(24時間持続)(ﾕﾆﾌｨﾙ) ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ
(般)ﾃｶﾞﾌｰﾙ25mg･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙ配合ＯＤ錠 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５
【般】ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝｸﾘｰﾑ0.1%(ｵｲﾗｿﾞﾝ) ｵｲﾗｿﾞﾝｸﾘｰﾑ0.1%(1本=5g)
【般】ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg(ｾﾙﾍﾞｯｸｽ) セルベックスカプセル５０ｍｇ
【般】ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg(ｾﾙﾍﾞｯｸｽ) ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰﾜ｣
【般】ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ細粒10%(ｾﾙﾍﾞｯｸｽ) セルベックス細粒１０％
【般】ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ細粒10%(ｾﾙﾍﾞｯｸｽ) ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ細粒10%｢ﾄｰﾜ｣
【般】ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg(ｴｰｽｺｰﾙ) エースコール錠２ｍｇ
【般】ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ1%(ﾗﾐｼｰﾙ) ラミシールクリーム１％(1本=10g)
【般】ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ1%(ﾗﾐｼｰﾙ) ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ1%｢ﾆﾁｲｺｳ｣10g/本
【般】ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg(ﾗﾐｼｰﾙ) ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125㎎「ﾌｧｲｻﾞｰ」
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40mg･ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ配合錠(ﾐｶﾑﾛ) ﾐｶﾑﾛ配合錠AP　（ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5）
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠20mg(ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ) ミカルディス錠２０ｍｇ
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠40mg(ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ) ミカルディス錠４０ｍｇ
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠40mg(ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ) ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠40mg「ｹﾐﾌｧ」(ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ)
【般】ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩錠1mg(ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ) カルデナリン錠１ｍｇ
【般】ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩錠1mg(ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ) ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1㎎「JG」
【般】ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠150mg(ｵｾﾞｯｸｽ) オゼックス錠１５０
(般)ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠3mg(ｱﾘｾﾌﾟﾄ ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩OD錠3mg｢DSP｣
(般)ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠5mg(ｱﾘｾﾌﾟﾄ アリセプトＤ錠５ｍｇ
(般)ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠5mg(ｱﾘｾﾌﾟﾄ ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩OD錠5mg｢DSP｣
【般】ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠25mg(ﾃﾞｼﾞﾚﾙ) デジレル錠２５
【般】ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠25mg(ﾃﾞｼﾞﾚﾙ) ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠25mg「ｱﾒﾙ」(ﾃﾞｼﾞﾚﾙ)
【般】ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg(ﾄﾗﾝｻﾐﾝ) ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250㎎「ﾄｰﾜ」
【般】ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg(ﾄﾗﾝｻﾐﾝ) トランサミンカプセル２５０ｍｇ
【般】ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸散50%(ﾄﾗﾝｻﾐﾝ) トランサミン散50％
【般】ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.125mg(ﾊﾙｼｵﾝ) ハルシオン０．１２５ｍｇ錠
【般】ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.125mg(ﾊﾙｼｵﾝ) ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.125mg「EMEC」
【般】ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.25mg(ﾊﾙｼｵﾝ) ハルシオン０．２５ｍｇ錠
【般】ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg(ﾌﾙｲﾄﾗﾝ) フルイトラン錠２ｍｇ
【般】ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg(ﾌﾙｲﾄﾗﾝ) ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg「ﾀｲﾖｰ」(ﾌﾙｲﾄﾗﾝ)
【般】ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠100mg(ｾﾚｷﾉﾝ) セレキノン錠１００ｍｇ
【般】ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ細粒20%(ﾄﾞﾌﾟｽ) ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ細粒20％「ﾏｲﾗﾝ」(ﾄﾞﾌﾟｽ)
【般】ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg(ﾅｳｾﾞﾘﾝ) ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢EMEC｣
【般】ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ錠90mg(ｽﾀｰｼｽ) スターシス錠９０ｍｇ
【般】ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ口腔内崩壊錠50mg(ﾌﾘﾊﾞｽ) フリバスＯＤ錠５０ｍｇ
(般)ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ40mg(ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ
【般】ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg(ｼｸﾞﾏｰﾄ) シグマート錠５ｍｇ
【般】ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg(ｼｸﾞﾏｰﾄ) ﾆｺﾗﾝﾏｰﾄ錠5mg
【般】ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg(ｻｱﾐｵﾝ) サアミオン錠５ｍｇ
【般】ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg(ｻｱﾐｵﾝ) ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg「NP」
【般】ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg(ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ) バイミカード錠５ｍｇ
【般】ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ舌下錠0.3mg(ﾆﾄﾛﾍﾟﾝ) ﾆﾄﾛﾍﾟﾝ舌下錠0.3mg
【般】ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放(L)錠10mg(12時間持続) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL錠10mg｢日医工｣
【般】ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放(L)錠20mg(12時間持続) アダラートＬ錠２０ｍｇ
【般】ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放(L)錠20mg(12時間持続) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL錠20mg｢日医工｣
【般】ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放(CR)錠20mg(24時間持続) アダラートＣＲ錠２０ｍｇ
【般】ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放(CR)錠20mg(24時間持続) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg｢日医工｣
【般】ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放(CR)錠40mg(24時間持続) アダラートＣＲ錠４０ｍｇ
【般】ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放(CR)錠40mg(24時間持続) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠40㎎｢日医工｣
【般】ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ錠2mg(ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ) ニバジール錠２ｍｇ
【般】ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg(ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ) ニバジール錠４ｍｇ
【般】ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ･ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.035配合錠 ルナベル配合錠ＬＤ
【般】ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg(ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ) バルトレックス錠５００
【般】ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg(ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ) ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500㎎「YD」
【般】ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ粒状錠500mg(ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ) ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ粒状錠500㎎「ﾓﾁﾀﾞ」
【般】ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠40mg(ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ) ディオバン錠４０ｍｇ
【般】ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠80mg(ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ) ディオバン錠８０ｍｇ
【般】ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠80mg(ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ) ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠80㎎「EE」
【般】ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Naｼﾛｯﾌﾟ5%(ﾃﾞﾊﾟｹﾝ) デパケンシロップ５％
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【般】ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na細粒20%(ﾃﾞﾊﾟｹﾝ) ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ細粒20%｢EMEC｣
【般】ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放錠200mg(ﾃﾞﾊﾟｹﾝ) ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑSR錠200mg｢ｱﾒﾙ｣
【般】ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放錠200mg(ﾃﾞﾊﾟｹﾝ) デパケンＲ錠２００ｍｇ
【般】ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ錠10mg(ﾊﾟｷｼﾙ) パキシル錠１０ｍｇ
【般】ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩散500mg ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩散0.5g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
【般】ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na点眼液0.1%5mL(ﾋｱﾚｲﾝ) ヒアレイン点眼液０．１％(1個=5ml)
【般】ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ口腔内崩壊錠15mg(ｱｸﾄｽ) ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝOD錠15mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
【般】ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ口腔内崩壊錠30mg(ｱｸﾄｽ) ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝOD錠30mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
【般】ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ錠15mg(ｱｸﾄｽ) アクトス錠１５
【般】ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ口腔内崩壊錠80mg(ｶｿﾃﾞｯｸｽ) ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞOD錠80mg｢ｻﾜｲ｣
【般】ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa経口液0.75%(ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ) ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa内用液0.75%｢JG｣1本10m
【般】ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa錠2.5mg(ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ) ラキソベロン錠２．５ｍｇ
【般】ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa錠2.5mg(ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ) ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa錠2.5㎎「ｻﾜｲ」
【般】ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠2.5mg(ﾒｲﾝﾃｰﾄ) ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠2.5㎎「日医工」
【般】ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa口腔内崩壊錠1mg(ﾘﾊﾞﾛ) ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa OD錠1㎎「ﾄｰﾜ」
【般】ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠1mg(ﾘﾊﾞﾛ) リバロ錠１ｍｇ
【般】ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠2mg(ﾘﾊﾞﾛ) リバロ錠２ｍｇ
【般】ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ軟膏3%(ｱﾗｾﾅ) ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ軟膏3%(1本=5g)(ｱﾗｾﾅ)
【般】ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ軟膏3%(ｱﾗｾﾅ) アラセナ－Ａ軟膏３％(1本=5g)
【般】ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸塩錠1mg(ｱｷﾈﾄﾝ) アキネトン錠１ｍｇ
【般】ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ1.25mg(ｱｶﾙﾃﾞｨ) アカルディカプセル１．２５
【般】ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠1.25mg(ｱｶﾙﾃﾞｨ) ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠1.25mg｢TE｣
【般】ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25mg(ｻﾝﾘｽﾞﾑ) サンリズムカプセル２５ｍｇ
【般】ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25mg(ｻﾝﾘｽﾞﾑ) ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25㎎「ﾄｰﾜ」
【般】ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg(ｻﾝﾘｽﾞﾑ) サンリズムカプセル５０ｍｇ
【般】ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg(ｻﾝﾘｽﾞﾑ) ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50㎎「ﾄｰﾜ」
【般】ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠25mg(ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ) ガストロゼピン錠２５ｍｇ
【般】ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ口腔内崩壊錠10mg(ｶﾞｽﾀｰ) ガスターＤ錠１０ｍｇ
【般】ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ口腔内崩壊錠10mg(ｶﾞｽﾀｰ) ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢EMEC｣
【般】ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ口腔内崩壊錠20mg(ｶﾞｽﾀｰ) ガスターＤ錠２０ｍｇ
【般】ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ口腔内崩壊錠20mg(ｶﾞｽﾀｰ) ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢EMEC｣
【般】ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ散2%(ｶﾞｽﾀｰ) ガスター散２％
【般】ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ散2%(ｶﾞｽﾀｰ) ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ散2%｢日医工｣
【般】ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠30mg(ｱﾚｸﾞﾗ) アレグラ錠３０ｍｇ
【般】ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg(ｱﾚｸﾞﾗ) アレグラ錠６０ｍｇ
【般】ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg(ｱﾚｸﾞﾗ) ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg「SANIK」
【般】ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠80mg(ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ) リピディル錠８０ｍｇ
(般)ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸﾃｰﾌﾟ35mg(7×10cm非温感)(ｽﾐﾙ) ｽﾐﾙﾃｰﾌﾟ35mg(1袋=14枚)
【般】ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸﾊﾟｯﾌﾟ70mg(10×14cm非温感) セルタッチパップ７０(1袋=7枚）
【般】ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ軟膏3%(ｽﾐﾙｽﾁｯｸ) ｽﾐﾙｽﾁｯｸ3%(1本=40g)
【般】ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg(ﾘﾏﾁﾙ) リマチル錠１００ｍｇ
【般】ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg(ﾘﾏﾁﾙ) ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100㎎「ﾄｰﾜ」(ﾘﾏﾁﾙ)
【般】ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ1%(ﾒﾝﾀｯｸｽ) メンタックスクリーム１％(1本=10g)
【般】ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｽﾌﾟﾚｰ1%(ﾎﾞﾚｰ) ボレースプレー１％(1本=10ml)
【般】ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ点眼液0.1%(ﾆﾌﾗﾝ) ニフラン点眼液０．１％(1本=5ml)
【般】ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10mg(ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ) メバロチン錠１０
【般】ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10mg(ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ) ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ10mg｢日医工」
【般】ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠5mg(ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ) メバロチン錠５
【般】ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠5mg(ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ) ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠5mg｢日医工」
【般】ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ塩酸塩錠200mg(ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝ) ブラダロン錠２００ｍｇ
(般)ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩徐放錠1.5mg(ﾐﾗﾍﾟｯｸｽ) ミラペックスLA錠１．５ｍｇ
(般)ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩錠0.125mg(ﾋﾞ・ｼﾌﾛｰﾙ) ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ
【般】ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩錠0.5mg(ﾋﾞ・ｼﾌﾛｰﾙ) ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩錠0.5mg「明治」
【般】ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｼﾛｯﾌﾟ用10%(ｵﾉﾝ) オノンドライシロップ１０％
【般】ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225mg(ｵﾉﾝ) ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢EK｣
【般】ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ点眼液0.1%(ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ) ﾌﾙｵﾒｿﾛﾝ点眼液0.1%(1個=5ml)
【般】ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg(ｼﾞﾌﾙｶﾝ) ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg「ｻﾜｲ」(ｼﾞﾌﾙｶﾝ)
般ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ点鼻液25μ g56噴霧 小児用フルナーゼ点鼻液25μ ｇ56噴霧用
【般】ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg(ｻｲﾚｰｽ) ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg「ｱﾒﾙ」(ｻｲﾚｰｽ)
【般】ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg(ﾛｰｺｰﾙ) ローコール錠１０ｍｇ
【般】ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠25mg(ﾙﾎﾞｯｸｽ) ルボックス錠２５
【般】ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠25mg(ﾙﾎﾞｯｸｽ) ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠25㎎「EMEC」
(般)ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg(10×14cm非温感) ヤクバンテープ４０ｍｇ
般ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ外用液0.3% リドメックスｺｰﾜローション0.3%(1本=10g)
(般)ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.3% リドメックスコーワ軟膏０．３％
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【般】ﾌﾛｾﾐﾄﾞ細粒4%(ﾌﾛｾﾐﾄﾞ) ﾌﾛｾﾐﾄﾞ細粒4%｢EMEC｣
【般】ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg(ﾌﾛｾﾐﾄﾞ) ラシックス錠２０ｍｇ
【般】ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg(ﾌﾛｾﾐﾄﾞ) ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20｢ﾃﾊﾞ｣
【般】ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg(ﾌﾛｾﾐﾄﾞ) ラシックス錠４０ｍｇ
【般】ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg(ﾌﾛｾﾐﾄﾞ) ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40｢ﾃﾊﾞ｣
(般)ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ口腔内崩壊錠0.25mg(ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ) レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ
【般】ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg(ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ) ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑM錠0.25｢EMEC｣
【般】ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ塩酸塩錠150mg(ﾌﾟﾛﾉﾝ) プロノン錠１５０ｍｇ
【般】ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg(ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ) 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg｢SKK｣
【般】ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg(ｼﾝﾚｽﾀｰﾙ) シンレスタール錠２５０ｍｇ
【般】ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ塩酸塩錠10mg(ｲﾝﾃﾞﾗﾙ) インデラル錠１０ｍｇ
【般】ﾌﾞﾛﾑﾌｪﾅｸNa点眼液0.1%(ﾌﾞﾛﾅｯｸ) ブロナック点眼液０．１％(1個=5ml)
【般】ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩錠4mg(ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ) ビソルボン錠４ｍｇ
(般)ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ6.75mg等配合非ﾋﾟﾘﾝ系感冒剤 ﾋﾟｰｴｲ配合錠
【般】ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝﾒｼﾙ酸塩錠2.5mg(ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ) ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ錠2.5mg「TCK」(ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ)
【般】ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ徐放錠200mg(ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR) ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ
【般】ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ徐放錠200mg(ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR) ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200㎎「日医工」
【般】ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ･d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ配合錠(ｾﾚｽﾀﾐﾝ) セレスタミン配合錠
(般)ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa点眼点耳点鼻液0.1% ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ点眼･点耳･点鼻液0.1％(1本=5ml)
【般】ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg(ｺﾆｰﾙ) コニール錠２
【般】ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg(ｺﾆｰﾙ) コニール錠４
【般】ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg(ｺﾆｰﾙ) 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4「MEEK」
【般】ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用液0.3%(ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞ) ヒルドイドローション０．３％(1本=25g)
【般】ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質軟膏0.3%(ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｿﾌﾄ) ヒルドイドソフト軟膏０．３％(1本=25g)
【般】ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩錠10mg(ﾀﾘｵﾝ) タリオン錠１０ｍｇ
【般】ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄNa錠20μ g(ﾄﾞﾙﾅｰ) ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠20μ g
【般】ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg(ｺﾊﾞｼﾙ) コバシル錠４ｍｇ
【般】ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞﾒｼﾙ酸塩錠250μ g(ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ) ペルマックス錠２５０μ ｇ
【般】ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ･ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺｴｷｽ配合錠(ﾌｪﾛﾍﾞﾘﾝ) フェロベリン配合錠
【般】ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ塩酸塩錠4mg(ﾙｰﾗﾝ) ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ塩酸塩錠4mg「ｱﾒﾙ」(ﾙｰﾗﾝ)
【般】ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ錠50mg(ﾕﾘﾉｰﾑ) ユリノーム錠５０ｍｇ
【般】ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ口腔内崩壊錠0.2mg(ﾍﾞｲｽﾝ) ベイスンＯＤ錠０．２
【般】ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ口腔内崩壊錠0.2mg(ﾍﾞｲｽﾝ) ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ｻﾜｲ｣
【般】ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg(ﾍﾞｲｽﾝ) ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2｢OME｣
【般】ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ外用液10%(ｴﾀﾉｰﾙ非含有) ﾎﾟﾋﾟﾖｰﾄﾞ液10%｢日医工｣
【般】ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ外用液7.5%(ｲｿｼﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ) ｲｵﾀﾞｲﾝｽｸﾗﾌﾞ液7.5％(ｲｿｼﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ)
【般】ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ含嗽用液7%(ｲｿｼﾞﾝｶﾞｰｸﾞﾙ) イソジンガーグル液７％(1瓶=30ml)
【般】ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙCa細粒83.3%(ｺﾛﾈﾙ) コロネル細粒８３．３％(1包=0.6g)
【般】ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ錠50mg(ｾｲﾌﾞﾙ) セイブル錠５０ｍｇ
(般)ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞCa口腔内崩壊錠10mg(ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ) ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞCaOD錠10mg「三和」(ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ
【般】ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞCa錠10mg(ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ) グルファスト錠１０ｍｇ
【般】ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg(ﾐﾉﾏｲｼﾝ) ミノマイシンカプセル１００ｍｇ
【般】ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠100mg(ﾐﾉﾏｲｼﾝ) ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」(ﾐﾉﾏｲｼﾝ
【般】ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg(ﾒｷｼﾁｰﾙ) メキシチールカプセル１００ｍｇ
【般】ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg(ﾒｷｼﾁｰﾙ) メキシチールカプセル５０ｍｇ
【般】ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg(ﾒｷｼﾁｰﾙ) ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg「日医工」
【般】ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠0.5mg(ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ500μ g) ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500｢ﾄｰﾜ｣
【般】ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg(ﾍﾟﾝﾀｻ) ペンタサ錠２５０ｍｇ
【般】ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg(ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ) リウマトレックスカプセル２ｍｇ
【般】ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg(ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ) ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
【般】ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠2.5mg プロベラ錠２．５ｍｇ
【般】ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg(ﾓｰﾋﾞｯｸ) ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢EMEC｣
【般】ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg(ｼﾝｸﾞﾚｱ) シングレアチュアブル錠５ｍｇ
【般】ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg(ｼﾝｸﾞﾚｱ) シングレア錠１０ｍｇ
【般】ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg(ｼﾝｸﾞﾚｱ) ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg「ｹﾐﾌｧ」(ｼﾝｸﾞﾚｱ)
【般】ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ点眼液0.005%(ｷｻﾗﾀﾝ) キサラタン点眼液０．００５％(1個=2.5ml)
【般】ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ点眼液0.005%(ｷｻﾗﾀﾝ) ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ点眼液0.005%ﾆｯﾄｰ(2.5ml/本)
【般】ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg(ﾊﾟﾘｴｯﾄ) パリエット錠１０ｍｇ
【般】ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg(ﾊﾟﾘｴｯﾄ) (ﾊﾟﾘｴ)ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg 日医工
【般】ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ塩酸塩錠60mg(ｴﾋﾞｽﾀ) エビスタ錠６０ｍｇ
【般】ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠15mg(ﾀｹﾌﾟﾛﾝ) タケプロンＯＤ錠１５
【般】ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠15mg(ﾀｹﾌﾟﾛﾝ) ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾄｰﾜ｣
【般】ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠30mg(ﾀｹﾌﾟﾛﾝ) ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢ﾄｰﾜ｣
【般】ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ経口液0.1%(ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ) リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ
【般】ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ経口液0.1%(ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ) ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL「MEEK」
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【般】ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ口腔内崩壊錠1mg(ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ) リスパダールＯＤ錠１ｍｇ
【般】ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ口腔内崩壊錠1mg(ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ) ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ﾀｶﾀ｣
【般】ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸Na錠17.5mg(ｱｸﾄﾈﾙ) アクトネル錠17.5ｍｇ
【般】ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸Na錠17.5mg(ｱｸﾄﾈﾙ) ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸Na錠17.5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
【般】ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg(ﾘﾌｧｼﾞﾝ) ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣
【般】ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μ g(ｵﾊﾟﾙﾓﾝ) オパルモン錠５μ ｇ
【般】ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μ g(ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ) プロレナール錠５μ ｇ
【般】ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μ g(ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ) ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μ g｢日医工」
【般】ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ錠2.5mg(ﾌｪﾏｰﾗ) ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ錠2.5mg「ﾄｰﾜ」(ﾌｪﾏｰﾗ)
【般】ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg(ﾑｺｽﾀ) ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢EMEC｣
【般】ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg(ﾑｺｽﾀ) ムコスタ錠１００ｍｇ
(般)ﾚﾎﾞｶﾊﾞｽﾁﾝ塩酸塩点眼液0.025%(ﾘﾎﾞｽﾁﾝ) ﾚﾎﾞｶﾊﾞｽﾁﾝ点眼液0.025%「TS」(1個=5m
(般)ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ100mgｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ配合錠(ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ ネオドパストン配合錠Ｌ１００
【般】ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ細粒10%(ｸﾗﾋﾞｯﾄ) クラビット細粒１０％
【般】ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ細粒10%(ｸﾗﾋﾞｯﾄ) ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ細粒10%「DSEP」(ｸﾗﾋﾞｯﾄ)
【般】ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg(ｸﾗﾋﾞｯﾄ) クラビット錠２５０ｍｇ
【般】ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg(ｸﾗﾋﾞｯﾄ) ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg「明治」
【般】ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg(ｸﾗﾋﾞｯﾄ) クラビット錠５００ｍｇ
【般】ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液1.5%(ｸﾗﾋﾞｯﾄ) クラビット点眼液１．５％(1本=5ml)
【般】ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液1.5%(ｸﾗﾋﾞｯﾄ) ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液1.5%(ﾌｧｲｻﾞｰ) 5ml/本
(般)ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ100mg(10×14cm非温感) ロキソニンテープ１００ｍｇ(1袋=7枚)
(般)ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ100mg(10×14cm非温感) ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ100mg「科研」1袋7枚
【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ50mg(7×10cm非温感) ロキソニンテープ５０ｍｇ(1袋=7枚）
【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ50mg(7×10cm非温感) ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ50mg「科研」1袋=7枚
(般)ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾊﾟｯﾌﾟ100mg(10×14cm非温感 ロキソニンパップ１００ｍｇ(1袋=7枚）
(般)ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾊﾟｯﾌﾟ100mg(10×14cm非温感 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾊﾟｯﾌﾟ100mg「YD」1袋=7枚
【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg(ﾛｷｿﾆﾝ) ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣
【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg(ﾛｷｿﾆﾝ) ロキソニン錠６０ｍｇ
(般)ﾛｻﾙﾀﾝ50mgﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠(ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ プレミネント配合錠ＬＤ(ﾛｻﾙﾀﾝ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞ
【般】ﾛｻﾙﾀﾝK錠50mg(ﾆｭｰﾛﾀﾝ) ニューロタン錠５０ｍｇ
【般】ﾛｻﾙﾀﾝK錠50mg(ﾆｭｰﾛﾀﾝ) ﾛｻﾙﾀﾝK錠50mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
【般】ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg(ｸﾚｽﾄｰﾙ) クレストール錠２．５ｍｇ
【般】ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg(ｸﾚｽﾄｰﾙ) ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg「日医工」(ｸﾚｽﾄｰﾙ)
【般】ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ口腔内崩壊錠1mg(ﾚｷｯﾌﾟ) ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙOD錠1mg「ｱﾒﾙ」(ﾚｷｯﾌﾟ)
【般】ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ徐放錠8mg(ﾚｷｯﾌﾟ) レキップＣＲ錠８ｍｇ
【般】ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg(ﾛﾍﾟﾐﾝ) ロペミンカプセル１ｍｇ
【般】ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩錠1mg(ﾛﾍﾟﾐﾝ) ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ錠1mg｢EMEC｣
【般】ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5mg(ﾜｲﾊﾟｯｸｽ) ワイパックス錠０．５
【般】ﾛﾗﾀｼﾞﾝ錠10mg(ｸﾗﾘﾁﾝ) クラリチン錠１０ｍｇ
【般】亜鉛華単軟膏10% 亜鉛華(10%)単軟膏｢ﾖｼﾀﾞ｣
【般】球形吸着炭細粒(ｸﾚﾒｼﾞﾝ) クレメジン細粒分包２ｇ
【般】酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ細粒83% 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ細粒83%｢ｹﾝｴｰ｣
【般】酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠250mg ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠250mg
【般】酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠330mg
【般】酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg「ﾖｼﾀﾞ」
【般】酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠500mg ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠500mg
【般】硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾃｰﾌﾟ40mg フランドルテープ４０ｍｇ
【般】硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾃｰﾌﾟ40mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾃｰﾌﾟ40mg｢EMEC｣
【般】硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ徐放錠20mg(ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ) フランドル錠２０ｍｇ
(般)精製白糖･ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ配合軟膏(ﾕｰﾊﾟｽﾀ) ユーパスタコーワ軟膏(1本=100g)
【般】d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠2mg(ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ) ポララミン錠２ｍｇ
【般】L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸K錠300mg(ｱｽﾊﾟﾗK) アスパラカリウム錠３００ｍｇ
【般】ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg(ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ) ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg
【般】ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Naうがい液4%(ｱｽﾞﾉｰﾙ) ｱｽﾞﾉｰﾙうがい液4％（1本=5ml）
【般】ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ坐剤200mg(ｱﾝﾋﾊﾞ) アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ
【般】ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ細粒20%(ｶﾛﾅｰﾙ) ｶﾛﾅｰﾙ細粒20%
【般】ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg(ｶﾛﾅｰﾙ) ｶﾛﾅｰﾙ錠200
【般】ｱﾒｼﾞﾆｳﾑﾒﾁﾙ硫酸塩錠10mg(ﾘｽﾞﾐｯｸ) リズミック錠１０ｍｇ
【般】ｱﾓｷｼｼﾘﾝ細粒20%(ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝ) ワイドシリン細粒２０％
【般】ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg(ﾉｲﾌｧﾝ) ﾉｲﾌｧﾝ錠100mg
【般】ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ用1.5%(ﾑｺｻｰﾙ) ムコサールドライシロップ１．５％
【般】ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15mg(ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ) ﾑｺﾌﾞﾘﾝ錠15mg
【般】ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg(ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙ エパデールＳ９００
【般】ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ錠2mg(ﾕｰﾛｼﾞﾝ) ユーロジン２ｍｇ錠
【般】ｴｽﾄﾘｵｰﾙ腟錠0.5mg(ｴｽﾄﾘｰﾙ) エストリール腟錠０．５ｍｇ
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【般】ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠5mg(ｵｷｼｺﾝﾁﾝ)
【般】ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸Na錠30mg(ｱﾄﾞﾅ) アドナ錠３０ｍｇ
【般】ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg(ﾑｺﾀﾞｲﾝ) ムコダイン錠２５０ｍｇ
【般】ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%60mL(ｹﾝｴｰG) ｹﾝｴｰG浣腸液50%(1本=60ml)
【般】ｸﾚﾏｽﾁﾝｼﾛｯﾌﾟ用0.1%(ﾃﾙｷﾞﾝG) ﾃﾙｷﾞﾝGﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ0.1%
【般】ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg(ﾘｰｾﾞ) リーゼ錠５ｍｇ
【般】ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ1%(ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ) エンペシドクリーム１％(1本-10g)
【般】ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.05%(ｷﾝﾀﾞﾍﾞｰﾄ キンダベート軟膏０．０５％(1本=5g)
【般】ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩点眼液0.3%(ｹﾞﾝﾀﾛｰﾙ) ｹﾞﾝﾀﾛｰﾙ点眼液0.3%(1個=5ml)
【般】ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg(ｾﾙｼﾝ) ２ｍｇセルシン錠
【般】ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ点眼液0.02%(ｿﾌﾃｨｱ) ｿﾌﾃｨｱ点眼液0.02％(1個=5ml)
【般】ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaｹﾞﾙ1%(ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ) ボルタレンゲル１％（1本=50g)
【般】ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤12.5mg(ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ) ボルタレンサポ１２．５ｍｇ
【般】ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤25mg(ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ) ボルタレンサポ２５ｍｇ
【般】ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤50mg(ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ) ボルタレンサポ５０ｍｇ
【般】ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg(ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ) セファドール錠２５ｍｇ
【般】ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄ軟膏0.05%(ﾏｲｻﾞｰ) マイザー軟膏０．０５％(1本=10g)
【般】ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠100mg(ｼﾍﾞﾉｰﾙ) シベノール錠１００ｍｇ
【般】ｼﾞﾒﾁｺﾝｼﾛｯﾌﾟ2%(ｶﾞｽｺﾝ) ガスコンドロップ内用液２％
【般】ｼﾞﾒﾁｺﾝ錠40mg(ｶﾞｽｺﾝ) ガスコン錠４０ｍｇ
【般】ｾﾁﾌﾟﾁﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠1mg(ﾃｼﾌﾟｰﾙ) テシプール錠１ｍｇ
【般】ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg(ﾌﾛﾓｯｸｽ) フロモックス錠１００ｍｇ
【般】ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ散20%(ｴｸｾｸﾞﾗﾝ) エクセグラン散２０％
【般】ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠5mg(ﾏｲｽﾘｰ) マイスリー錠５ｍｇ
【般】ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠200mg(12～24時間持続) テオロング錠２００ｍｇ
【般】ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ口腔用軟膏0.1%(ﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ) ﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ口腔用軟膏1mg/g(1本=5g)
(般)ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠15mg(ﾒｼﾞｺﾝ メジコン錠１５ｍｇ
【般】ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ錠10mg(ｶﾙｸﾞｰﾄ) ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ錠10㎎「日医工」
【般】ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg(ﾕﾍﾞﾗ) ユベラＮカプセル１００ｍｇ
【般】ﾄﾗｾﾐﾄﾞ錠4mg(ﾙﾌﾟﾗｯｸ) ルプラック錠４ｍｇ
【般】ﾄﾗｾﾐﾄﾞ錠8mg(ﾙﾌﾟﾗｯｸ) ルプラック錠８ｍｇ
【般】ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ口腔内崩壊錠100mg(ﾄﾞﾌﾟｽ) ドプスＯＤ錠１００ｍｇ
【般】ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ用1%(ﾅｳｾﾞﾘﾝ) ナウゼリンドライシロップ１％
【般】ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ坐剤10mg(ﾅｳｾﾞﾘﾝ) ナウゼリン坐剤１０
【般】ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ坐剤30mg(ﾅｳｾﾞﾘﾝ) ナウゼリン坐剤３０
【般】ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠0.75mg(ｾﾚﾈｰｽ) セレネース錠０．７５ｍｇ
【般】ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ散20%(ﾊﾟﾝﾄｼﾝ) パントシン散２０％
【般】ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na点眼液0.1%5mL(ﾃｨｱﾊﾞﾗﾝｽ) ﾃｨｱﾊﾞﾗﾝｽ点眼液0.1%(1個=5ml)
【般】ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝﾊﾟﾓ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25mg(ｱﾀﾗｯｸｽP) アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ
【般】ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ･ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ等配合軟膏 プロクトセディル軟膏(1本=2g)
【般】ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ錠30mg(ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ) ピドキサール錠３０ｍｇ
【般】ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ点眼液0.005%5mL(ｶﾘｰﾕﾆ) ｶﾘｰﾕﾆ点眼液0.005%(1個=5ml)
【般】ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物錠10mg(ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ) ブスコパン錠１０ｍｇ
【般】ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ点眼液0.1%(ﾌﾟﾛﾗﾉﾝ) ﾌﾟﾛﾗﾉﾝ点眼液0.1%(1本=5ml)
【般】ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ錠25mg(ｱﾘﾅﾐﾝF) ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠
(般)ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ1.35%等配合非ﾋﾟﾘﾝ系感冒剤(PL ＰＬ配合顆粒(1g包）
【般】ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩錠6mg(ﾒﾘｽﾛﾝ) メリスロン錠６ｍｇ
(般)ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa点眼点耳点鼻液0.1% ｻﾝﾍﾞﾀｿﾞﾝ眼耳鼻科用液0.1％(1本=5ml)
(般)ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.12%(ﾘﾝﾃﾞﾛﾝV) リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％(1本=5g)
【般】ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠0.5mg(ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ) リンデロン錠０．５ｍｇ
【般】ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.05% アンテベート軟膏０．０５％(1本=5g)
【般】ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用液0.3%(ﾋﾞｰｿﾌﾃﾝ) ﾋﾞｰｿﾌﾃﾝﾛｰｼｮﾝ0.3％(1本=50g)
【般】ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質軟膏0.3%(ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｿﾌﾄ) ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質油性ｸﾘｰﾑ0.3%(日医工)(25g/本
【般】ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg(ﾜｿﾗﾝ) ワソラン錠４０ｍｇ
【般】ﾍﾞﾝﾀﾞｻﾞｯｸ軟膏3%(ｼﾞﾙﾀﾞｻﾞｯｸ) ジルダザック軟膏３％(1本=10g)
【般】ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ25mg(B1)･B6･B12配合ｶﾌﾟｾﾙ ビタメジン配合カプセルＢ２５
【般】ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ口腔内崩壊錠75mg(ﾌﾟﾛﾏｯｸ) プロマックＤ錠７５
【般】ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg(EPL) ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ
【般】ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%25g ｱｰｶﾞﾒｲﾄ20%ｾﾞﾘｰ25g
【般】ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ塩酸塩錠10mg(ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ) ルジオミール錠１０ｍｇ
【般】ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg(ﾆﾎﾟﾗｼﾞﾝ) ニポラジン錠３ｍｇ
【般】ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.1mg(ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ) ラニラピッド錠０．１ｍｇ
【般】ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ錠5mg(ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ) プリンペラン錠５
【般】ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg(ｶﾞｽﾓﾁﾝ) ガスモチン錠５ｍｇ
【般】ﾘﾄﾞｶｲﾝﾃｰﾌﾟ18mg(30.5×50.0mm)(ﾍﾟﾝﾚｽ ペンレステープ１８ｍｇ
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【般】ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ100mgｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ配合錠(ﾄﾞﾊﾟｺｰﾙ ﾄﾞﾊﾟｺｰﾙ配合錠L100
【般】ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ錠1mg(ﾒｲﾗｯｸｽ) メイラックス錠１ｍｇ
【般】一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠20mg(ｱｲﾄﾛｰﾙ) アイトロール錠２０ｍｇ
【般】塩化ｶﾘｳﾑ徐放錠600mg(ｽﾛｰｹｰ) スローケー錠６００ｍｇ
【般】硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ徐放ｶﾌﾟｾﾙ20mg(ﾆﾄﾛｰﾙR) ニトロールＲカプセル２０ｍｇ
(般)精製白糖･ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ配合軟膏(ﾕｰﾊﾟｽﾀ) ｲｿｼﾞﾝｼｭｶﾞｰﾊﾟｽﾀ軟膏(1本=100g)
【般】耐性乳酸菌散0.6%(ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝR散) ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝR散
【般】耐性乳酸菌錠6mg(ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝR錠) ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝR錠
【般】大腸菌死菌ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ配合軟膏(強ﾎﾟｽ 強力ポステリザン（軟膏）(1本=2g)
【般】沈降炭酸CaOD錠500mg(高P用)(ｶﾙﾀﾝ) カルタンＯＤ錠５００ｍｇ
【般】尿素ｸﾘｰﾑ10%(ｳﾚﾊﾟｰﾙ) ウレパールクリーム１０％(1本=20g)
【般】ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩腟錠600mg(ｵｷﾅｿﾞｰﾙ) ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩腟錠600mg「F」
【般】ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ口腔内崩壊錠75mg(ﾌﾟﾛﾏｯｸ) ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸOD錠75mg「ｻﾜｲ」(ﾌﾟﾛﾏｯｸD)
【般】ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠25mg(ﾃﾉｰﾐﾝ) ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠25mg「ｻﾜｲ」(ﾃﾉｰﾐﾝ)
【般】ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠100mg(ｼﾍﾞﾉｰﾙ) ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠100mg(ﾄｰﾜ)(ｼﾍﾞﾉ-ﾙ
【般】ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg(ｿﾗﾅｯｸｽ) ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg「ｻﾜｲ」(ｿﾗﾅｯｸｽ)
【般】ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg(ｼｸﾞﾏｰﾄ) ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg「ﾄｰﾜ」(ｼｸﾞﾏｰﾄ)
【般】ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄNa錠20μ g(ﾄﾞﾙﾅｰ) ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄNa錠20μ g「日医工」(ﾄﾞﾙﾅｰ)
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