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内用薬 2590008N2140 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハラナシンカプセル０．２ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 53.00
内用薬 2590008N2159 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ

ｇ「ＴＹＫ」
大正薬品工業 後発品 71.50

内用薬 2590008N2167 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 42.50

内用薬 2590008N2175 塩酸タムスロシン ０．２ｍｇ１カプセル ハルリーブカプセル０．２ｍｇ シオノケミカル 後発品 53.00
内用薬 2590009F1039 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 フリバス錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 55.70
内用薬 2590009F2035 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 フリバス錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 112.10
内用薬 2590009F3023 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 フリバス錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 167.90
内用薬 2590009F4020 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 112.10
内用薬 2590009F5026 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 167.90
内用薬 2590009F6022 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 55.70
内用薬 2590010F1023 シロドシン ２ｍｇ１錠 ユリーフ錠２ｍｇ キッセイ薬品工業 46.20
内用薬 2590010F2020 シロドシン ４ｍｇ１錠 ユリーフ錠４ｍｇ キッセイ薬品工業 91.20
内用薬 2590011F1028 コハク酸ソリフェナシン ２．５ｍｇ１錠 ベシケア錠２．５ｍｇ アステラス製薬 113.00
内用薬 2590011F2024 コハク酸ソリフェナシン ５ｍｇ１錠 ベシケア錠５ｍｇ アステラス製薬 189.80
内用薬 2590012M1021 酒石酸トルテロジン ２ｍｇ１カプセル デトルシトールカプセル２ｍｇ ファイザー 114.20
内用薬 2590012M2028 酒石酸トルテロジン ４ｍｇ１カプセル デトルシトールカプセル４ｍｇ ファイザー 193.30
内用薬 2590013F1027 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ウリトス錠０．１ｍｇ 杏林製薬 96.50
内用薬 2590013F1035 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 ステーブラ錠０．１ｍｇ 小野薬品工業 96.50
内用薬 2590100X1031 オオウメガサソウエキ

ス・ハコヤナギエキス配
１錠 エルサメット錠 大洋薬品工業 後発品 7.20

内用薬 2590100X1040 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 コスモベック錠 日本薬品工業 後発品 8.50

内用薬 2590100X1058 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 ハルーリン錠 共和薬品工業 後発品 7.20

内用薬 2590100X1066 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 ナーセット錠 大正薬品工業 後発品 14.80

内用薬 2590100X1074 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エピカルス錠 シオノケミカル 後発品 8.50

内用薬 2590100X1104 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エビプロスタット錠 日本新薬 26.00

内用薬 2590100X1112 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エピカルス配合錠 シオノケミカル 後発品 8.50

内用薬 2590100X1120 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エビプロスタット配合錠ＳＧ 日本新薬 26.00

内用薬 2590100X1139 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エルサメット配合錠 大洋薬品工業 後発品 7.20

内用薬 2590100X1147 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 ナーセット配合錠 大正薬品工業 後発品 14.80

内用薬 2590100X1155 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 ハルーリン配合錠 共和薬品工業 後発品 7.20

内用薬 2590100X2020 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エルサメットＳ錠 大洋薬品工業 後発品 10.60

内用薬 2590100X2038 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エピカルスＳ錠 シオノケミカル 後発品 12.70

内用薬 2590100X2046 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エビプロスタット配合錠ＤＢ 日本新薬 51.00

内用薬 2590100X2054 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エピカルスＳ配合錠 シオノケミカル 後発品 12.70

内用薬 2590100X2062 オオウメガサソウエキ
ス・ハコヤナギエキス配

１錠 エルサメットＳ配合錠 大洋薬品工業 後発品 10.60

内用薬 2590102M1026 ピネン・カンフェン配合
剤

１カプセル ロワチン″カプセル″ 扶桑薬品工業 21.00
内用薬 2590102M1034 ピネン・カンフェン配合

剤
１カプセル ロワチン配合カプセル 扶桑薬品工業 21.00

内用薬 2699002F1046 メトキサレン １０ｍｇ１錠 オクソラレン錠１０ｍｇ 大正製薬 35.30
内用薬 2699003F1024 ジアフェニルスルホン ２５ｍｇ１錠 レクチゾール錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 86.70
内用薬 2900001A2036 セファランチン １％１ｇ セファランチン末１％ 化研生薬 69.50
内用薬 2900001F1029 セファランチン １ｍｇ１錠 セファランチン錠１ｍｇ 化研生薬 9.50
内用薬 2900002C1019 ガンマーオリザノール ２０％１ｇ ガンマーオリザノール２０％細粒 後発品 6.20
内用薬 2900002C1167 ガンマーオリザノール ２０％１ｇ ハイゼット細粒２０％ 大塚製薬 36.80
内用薬 2900002F4065 ガンマーオリザノール ２５ｍｇ１錠 ハイゼット錠２５ｍｇ 大塚製薬 10.50
内用薬 2900002F5037 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 オリザール錠 三恵薬品 後発品 5.60
内用薬 2900002F5061 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 オルル錠５０ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 2900002F5177 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 γ－パルトックスン５０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 2900002F5274 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 ハイゼット錠５０ｍｇ 大塚製薬 11.40
内用薬 2900002F5282 ガンマーオリザノール ５０ｍｇ１錠 γ－パルトックスン錠５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3111002A1039 ビタミンＡ １０，０００単位１ｇ チョコラＡ末１万単位／ｇ サンノーバ 17.30
内用薬 3111002F1036 ビタミンＡ １０，０００単位１錠 チョコラＡ錠１万単位 サンノーバ 8.50
内用薬 3111003S1039 パルミチン酸レチノール ３０，０００単位１ｍ

Ｌ
チョコラＡ滴０．１万単位／滴 サンノーバ 56.60

内用薬 3112001B4036 アルファカルシドール １μｇ１ｇ アルファロール散１μｇ／ｇ 中外製薬 98.50
内用薬 3112001F1020 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．２５ 帝人ファーマ 25.30
内用薬 3112001F1047 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 カルフィーナ錠０．２５μｇ 共和薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3112001F1055 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．２５μｇ 帝人ファーマ 25.30
内用薬 3112001F2019 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 アルファカルシドール０．５μｇ錠 後発品 6.70
内用薬 3112001F2027 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．５ 帝人ファーマ 47.00
内用薬 3112001F2051 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 ワンアルファ錠０．５μｇ 帝人ファーマ 47.00
内用薬 3112001F3015 アルファカルシドール １μｇ１錠 アルファカルシドール１μｇ錠 後発品 9.90
内用薬 3112001F3023 アルファカルシドール １μｇ１錠 ワンアルファ錠１．０ 帝人ファーマ 85.50
内用薬 3112001F3058 アルファカルシドール １μｇ１錠 ワンアルファ錠１．０μｇ 帝人ファーマ 85.50
内用薬 3112001M1020 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ

ル
アルカドールカプセル０．２５ 日本薬品工業 後発品 6.90

内用薬 3112001M1038 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

アルファスリーカプセル０．２５μｇ 大正薬品工業 後発品 5.70
内用薬 3112001M1046 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ

ル
アルファロールカプセル０．２５μｇ 中外製薬 25.50

内用薬 3112001M1089 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

カルファリードカプセル０．２５ 大洋薬品工業 後発品 6.50
内用薬 3112001M1100 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ

ル
ディーアルファカプセル０．２５ 沢井製薬 後発品 5.70

内用薬 3112001M1119 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

トヨファロールカプセル０．２５ 旭化成ファーマ 後発品 5.70
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内用薬 3112001M1127 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ビタミロアルファ０．２５ 日医工ファーマ 後発品 6.90
内用薬 3112001M1135 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ

ル
ワークミンカプセル０．２５ あすか製薬 後発品 16.40

内用薬 3112001M1160 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

プラチビットカプセル０．２５μｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3112001M1178 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ

ル
ポロセーブカプセル０．２５μｇ サンノーバ 後発品 6.90

内用薬 3112001M1186 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

エルシボンカプセル０．２５μｇ 扶桑薬品工業 後発品 6.90
内用薬 3112001M1194 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ

ル
カルシタミンカプセル０．２５μｇ 富士カプセル 後発品 5.60

内用薬 3112001M1208 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ビタミロアルファカプセル０．２５μ
ｇ

日医工ファーマ 後発品 6.90
内用薬 3112001M1216 アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセ

ル
アロートールカプセル０．２５ ナガセ医薬品 後発品 6.80

内用薬 3112001M2018 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドール０．５μｇカプ
セル

後発品 7.50

内用薬 3112001M2034 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルカドールカプセル０．５ 日本薬品工業 後発品 11.50
内用薬 3112001M2069 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アルファロールカプセル０．５μｇ 中外製薬 48.00
内用薬 3112001M2077 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル アロートールカプセル０．５ ナガセ医薬品 後発品 11.50
内用薬 3112001M2140 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル トヨファロールカプセル０．５ 旭化成ファーマ 後発品 10.00
内用薬 3112001M2158 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ビタミロアルファ０．５ 日医工ファーマ 後発品 10.00
内用薬 3112001M2182 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ワークミンカプセル０．５ あすか製薬 後発品 29.60
内用薬 3112001M2255 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ポロセーブカプセル０．５μｇ サンノーバ 後発品 11.50
内用薬 3112001M2263 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル エルシボンカプセル０．５μｇ 扶桑薬品工業 後発品 11.50
内用薬 3112001M2280 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ビタミロアルファカプセル０．５μｇ 日医工ファーマ 後発品 10.00
内用薬 3112001M3014 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドール１μｇカプセル 後発品 11.10
内用薬 3112001M3030 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルカドールカプセル１．０ 日本薬品工業 後発品 22.50
内用薬 3112001M3065 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファロールカプセル１μｇ 中外製薬 89.80
内用薬 3112001M3073 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アロートールカプセル１．０ ナガセ医薬品 後発品 22.50
内用薬 3112001M3154 アルファカルシドール １μｇ１カプセル トヨファロールカプセル１．０ 旭化成ファーマ 後発品 19.80
内用薬 3112001M3162 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ビタミロアルファ１．０ 日医工ファーマ 後発品 19.80
内用薬 3112001M3189 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ロンプリールカプセル１．０ 日医工ファーマ 後発品 19.80
内用薬 3112001M3197 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ワークミンカプセル１．０ あすか製薬 後発品 52.40
内用薬 3112001M3235 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ポロセーブカプセル１μｇ サンノーバ 後発品 22.50
内用薬 3112001M3251 アルファカルシドール １μｇ１カプセル エルシボンカプセル１．０μｇ 扶桑薬品工業 後発品 22.50
内用薬 3112001M3278 アルファカルシドール １μｇ１カプセル ビタミロアルファカプセル１μｇ 日医工ファーマ 後発品 19.80
内用薬 3112001M4010 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファカルシドール３μｇカプセル 後発品 21.40
内用薬 3112001M4037 アルファカルシドール ３μｇ１カプセル アルファロールカプセル３μｇ 中外製薬 342.70
内用薬 3112001S1037 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ ワンアルファ液 帝人ファーマ 80.60
内用薬 3112001S1045 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ アルファロール内用液０．５μｇ／ｍ

Ｌ
中外製薬 86.40

内用薬 3112001S1053 アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ ワンアルファ内用液０．５μｇ／ｍＬ 帝人ファーマ 80.60
内用薬 3112004F1024 カルシトリオール ０．２５μｇ１錠 カルデミン錠０．２５μｇ 龍角散 後発品 23.30
内用薬 3112004M1015 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ

ル
カルシトリオール０．２５μｇカプセ
ル

後発品 6.90
内用薬 3112004M1023 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ

ル
ロカルトロールカプセル０．２５ 中外製薬 37.50

内用薬 3112004M1040 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

オタノールカプセル０．２５ 旭化成ファーマ 後発品 10.80
内用薬 3112004M1058 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ

ル
カルシオロールカプセル０．２５ 大正薬品工業 後発品 9.00

内用薬 3112004M1074 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

カルトールカプセル０．２５ メディサ新薬 後発品 10.80
内用薬 3112004M1104 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ

ル
トルシトリンカプセル０．２５ 東和薬品 後発品 9.00

内用薬 3112004M1112 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

ヒポテリオールカプセル０．２５ ナガセ医薬品 後発品 9.90
内用薬 3112004M1120 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ

ル
ポスロットルＳカプセル０．２５ ニプロジェネファ 後発品 8.50

内用薬 3112004M1139 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ
ル

リストールカプセル０．２５ 大洋薬品工業 後発品 9.90
内用薬 3112004M1155 カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセ

ル
チコカロールカプセル０．２５ 原沢製薬工業 後発品 9.00

内用薬 3112004M2011 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルシトリオール０．５μｇカプセル 後発品 10.90
内用薬 3112004M2020 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル ロカルトロールカプセル０．５ 中外製薬 67.70
内用薬 3112004M2046 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル オタノールカプセル０．５ 旭化成ファーマ 後発品 18.70
内用薬 3112004M2070 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル カルトールカプセル０．５ メディサ新薬 後発品 18.70
内用薬 3112004M2100 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル トルシトリンカプセル０．５ 東和薬品 後発品 16.50
内用薬 3112004M2119 カルシトリオール ０．５μｇ１カプセル ヒポテリオールカプセル０．５ ナガセ医薬品 後発品 15.00
内用薬 3112005F1029 ファレカルシトリオール ０．１５μｇ１錠 フルスタン錠０．１５ 大日本住友製薬 352.00
内用薬 3112005F1037 ファレカルシトリオール ０．１５μｇ１錠 ホーネル錠０．１５ 大正製薬 352.00
内用薬 3112005F2025 ファレカルシトリオール ０．３μｇ１錠 フルスタン錠０．３ 大日本住友製薬 525.50
内用薬 3112005F2033 ファレカルシトリオール ０．３μｇ１錠 ホーネル錠０．３ 大正製薬 525.50
内用薬 3113001X1015 肝油 １０ｇ 局 肝油 26.90
内用薬 3119001M1020 エトレチナート １０ｍｇ１カプセル チガソンカプセル１０ 中外製薬 261.90
内用薬 3119001M2027 エトレチナート ２５ｍｇ１カプセル チガソンカプセル２５ 中外製薬 665.60
内用薬 3121001B1010 塩酸チアミン ０．１％１ｇ 局 塩酸チアミン散 6.40
内用薬 3121001B2016 塩酸チアミン ０．３３％１ｇ 局 塩酸チアミン散 6.40
内用薬 3121001B3012 塩酸チアミン ０．３５％１ｇ 局 塩酸チアミン散 6.40
内用薬 3121001B4019 塩酸チアミン ０．５％１ｇ 局 塩酸チアミン散 6.40
内用薬 3121001B5015 塩酸チアミン １％１ｇ 局 塩酸チアミン散 7.30
内用薬 3121001X1017 塩酸チアミン １ｇ 局 塩酸チアミン 13.00
内用薬 3121002X1011 硝酸チアミン １ｇ 局 硝酸チアミン 17.00
内用薬 3122001F1027 塩酸ジセチアミン ２５ｍｇ１錠 ジセタミン錠２５ 塩野義製薬 6.10
内用薬 3122002F2028 オクトチアミン ２５ｍｇ１錠 ノイビタ錠「２５」 アイロム製薬 5.70
内用薬 3122004F2043 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１錠 ジアノイナミン１０ 鶴原製薬 5.00
内用薬 3122004F2124 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１錠 ジアノイナミン錠１０ｍｇ 鶴原製薬 5.00
内用薬 3122006F2034 ビスベンチアミン ２５ｍｇ１錠 ベストン糖衣錠（２５ｍｇ） 田辺三菱製薬 6.20
内用薬 3122007F1024 フルスルチアミン ５ｍｇ１錠 ５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業 6.00
内用薬 3122007F2039 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業 6.40
内用薬 3122007F2055 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 ビタファントＦ錠２５ 東和薬品 後発品 5.40
内用薬 3122007F3027 フルスルチアミン ５０ｍｇ１錠 ５０ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業 11.90
内用薬 3122008F1045 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ビオトーワ錠２５ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3131001F1158 フラビンアデニンジヌク

レオチド
５ｍｇ１錠 フラビタン錠５ｍｇ トーアエイヨー 5.90

内用薬 3131001F1190 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠５ｍｇ わかもと製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F1204 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60
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内用薬 3131001F1212 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3131001F2154 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 フラビタン錠１０ｍｇ トーアエイヨー 7.70

内用薬 3131001F2189 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠１０ｍｇ わかもと製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F2197 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.70

内用薬 3131001F2200 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.60

内用薬 3131001F3096 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠「１５」タツミ 辰巳化学 後発品 5.80

内用薬 3131001F3231 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ワカデニン腸溶錠１５ｍｇ わかもと製薬 後発品 5.60

内用薬 3131001F3240 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１５ｍｇ１錠 ＦＡＤ錠１５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 5.80

内用薬 3131001Q1094 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ フラビタンシロップ０．３％ トーアエイヨー 8.60

内用薬 3131001Q1108 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ ワカデニンシロップ０．３％ わかもと製薬 後発品 3.50

内用薬 3131001Q1116 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．３％１ｍＬ ＦＡＤシロップ０．３％「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 3.30

内用薬 3131002C1024 酪酸リボフラビン １０％１ｇ ハイボン細粒１０％ 田辺三菱製薬 14.30
内用薬 3131002C1075 酪酸リボフラビン １０％１ｇ リボビス細粒１０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 3131002C2020 酪酸リボフラビン ２０％１ｇ ハイボン細粒２０％ 田辺三菱製薬 18.70
内用薬 3131002D1143 酪酸リボフラビン １０％１ｇ バイラブ顆粒１０％ イセイ 後発品 6.20
内用薬 3131002F1276 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 ハイボン錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 5.60
内用薬 3131002F1284 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 ミタンＢ２錠２０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 5.40

内用薬 3131002F1292 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 バイラブ錠２０ｍｇ イセイ 後発品 5.40
内用薬 3131002F1306 酪酸リボフラビン ２０ｍｇ１錠 リボビス錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.40
内用薬 3131002F2078 酪酸リボフラビン ４０ｍｇ１錠 ハイボン錠４０ｍｇ 田辺三菱製薬 6.30
内用薬 3131003B2011 リボフラビン ０．２％１ｇ 局 リボフラビン散 6.40
内用薬 3131003B4014 リボフラビン １％１ｇ 局 リボフラビン散 7.20
内用薬 3131003B4049 リボフラビン １％１ｇ 局 強力ビスラーゼ末１％ トーアエイヨー 9.30
内用薬 3131003X1012 リボフラビン １ｇ 局 リボフラビン 29.60
内用薬 3132001B1048 ニコチン酸 １０％１ｇ ナイクリン散１０％ トーアエイヨー 6.20
内用薬 3132001F1031 ニコチン酸 ５０ｍｇ１錠 ナイクリン錠５０ｍｇ トーアエイヨー 6.10
内用薬 3132002B1034 ニコチン酸アミド １０％１ｇ ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 ゾンネボード製薬 12.70
内用薬 3133001B1118 パンテチン ２０％１ｇ パンピオチン散（２０％） 大正薬品工業 後発品 6.20
内用薬 3133001B1193 パンテチン ２０％１ｇ パントシン散２０％ 第一三共 18.20
内用薬 3133001C1156 パンテチン ２０％１ｇ パルファジン細粒２０％ わかもと製薬 後発品 6.20
内用薬 3133001C1164 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒２０％「ＫＮ」 小林化工 後発品 6.20
内用薬 3133001C1172 パンテチン ２０％１ｇ パンホリータ細粒２０％ ニプロジェネファ 後発品 6.20
内用薬 3133001C1180 パンテチン ２０％１ｇ パルトックス細粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 3133001C3035 パンテチン ５０％１ｇ パントシン細粒５０％ 第一三共 36.70
内用薬 3133001F1110 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パントシン錠３０ 第一三共 5.90
内用薬 3133001F1128 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パルトックス錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F2132 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パントシン錠６０ 第一三共 7.80
内用薬 3133001F2256 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パルトックス錠６０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F3058 パンテチン １００ｍｇ１錠 デルモリチン錠１００ イセイ 後発品 5.60
内用薬 3133001F3074 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠シオエ１００ シオエ製薬 後発品 5.60
内用薬 3133001F3090 パンテチン １００ｍｇ１錠 パントシン錠１００ 第一三共 10.40
内用薬 3133001F3139 パンテチン １００ｍｇ１錠 ヨウテチン錠１００ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 3133001F4020 パンテチン ２００ｍｇ１錠 パントシン錠２００ 第一三共 20.80
内用薬 3133002X1012 パントテン酸カルシウム １ｇ 局 パントテン酸カルシウム 9.40
内用薬 3133003B1095 パントテン酸カルシウム １０％１ｇ パントテン酸カルシウム散１０％「マ

ルイシ」
丸石製薬 6.20

内用薬 3133003B1109 パントテン酸カルシウム １０％１ｇ パントテン酸カルシウム散１０％「三
恵」

三恵薬品 6.20

内用薬 3134001X1015 塩酸ピリドキシン １ｇ 局 塩酸ピリドキシン 32.90
内用薬 3134002B2035 塩酸ピリドキシン １０％１ｇ 強力アデロキシン末 ゾンネボード製薬 48.90
内用薬 3134002B2060 塩酸ピリドキシン １０％１ｇ ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」 丸石製薬 25.80
内用薬 3134002B2078 塩酸ピリドキシン １０％１ｇ アデロキシン散１０％ ゾンネボード製薬 48.90
内用薬 3134002F1057 塩酸ピリドキシン ３０ｍｇ１錠 ビタミンＢ６錠３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5.60
内用薬 3134003F1205 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.60
内用薬 3134003F1256 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 リボビックス－１０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134003F1345 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 リン酸ピリドキサール錠１０「ホエ

イ」
マイラン製薬 後発品 5.60

内用薬 3134003F1388 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 ピドキサール錠１０ｍｇ 中外製薬 5.70
内用薬 3134003F1396 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１錠 リボビックス錠１０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134003F2112 リン酸ピリドキサール ２０ｍｇ１錠 リボビックス－２０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134003F2147 リン酸ピリドキサール ２０ｍｇ１錠 ピドキサール錠２０ｍｇ 中外製薬 6.50
内用薬 3134003F2155 リン酸ピリドキサール ２０ｍｇ１錠 リボビックス錠２０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134003F3143 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠３０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 5.60
内用薬 3134003F3208 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 リボビックス－３０ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134003F3267 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ※ リン酸ピリドキサール錠３０（小林化

工）
小林化工 後発品 5.60

内用薬 3134003F3330 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 ピドキサール錠３０ｍｇ 中外製薬 11.20
内用薬 3134003F3348 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１錠 リボビックス錠３０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3134004B2026 リン酸ピリドキサールカ

ルシウム
１０％１ｇ アデロキザール散 ゾンネボード製薬 61.50

内用薬 3134004B3022 リン酸ピリドキサールカ
ルシウム

７．８％１ｇ アデロキザール散７．８％ ゾンネボード製薬 61.50

内用薬 3135001F1017 葉酸 ５ｍｇ１錠 局 葉酸錠 9.60
内用薬 3135002B1036 葉酸 １０％１ｇ フォリアミン散１００ｍｇ／ｇ 日本製薬 62.00
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内用薬 3136001F1197 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバマイド錠２５０μｇ 協和発酵キリン 9.20
内用薬 3136001F1219 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバルタミンＳ錠２５０μｇ わかもと製薬 後発品 5.60
内用薬 3136001F1227 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠 コバマミド錠２５０μｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3136001F2096 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバマイド錠５００μｇ 協和発酵キリン 16.30
内用薬 3136001F2100 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバマミド錠５００μｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3136001F2118 コバマミド ０．５ｍｇ１錠 コバルタミンＳ錠５００μｇ わかもと製薬 後発品 5.60
内用薬 3136001M1242 コバマミド ０．２５ｍｇ１カプセ

ル
コバマミドカプセル２５０μｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.60

内用薬 3136001M2052 コバマミド ０．５ｍｇ１カプセル ハイコバールカプセル５００μｇ エーザイ 26.40
内用薬 3136001M2060 コバマミド ０．５ｍｇ１カプセル コバマミドカプセル５００μｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 5.60

内用薬 3136004C1038 メコバラミン ０．１％５００ｍｇ１
包

メチコバール細粒０．１％ エーザイ 後発品 28.00
内用薬 3136004F1034 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 バンコミン錠２５０ 大日本住友製薬 後発品 5.60
内用薬 3136004F1050 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メチコバール錠２５０μｇ エーザイ 後発品 14.00
内用薬 3136004F1069 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 ヨウコバール錠２５０ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 3136004F1077 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 レチコラン錠２５０μｇ 東菱薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3136004F2065 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 バンコミン錠５００ 大日本住友製薬 後発品 5.60
内用薬 3136004F2081 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００「トーワ」 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3136004F2103 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3136004F2138 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバール錠５００μｇ エーザイ 後発品 21.10
内用薬 3136004F2154 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 ヨウコバール錠５００ 陽進堂 後発品 5.60
内用薬 3136004F2162 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 レチコラン錠５００μｇ 東菱薬品工業 後発品 5.60
内用薬 3136004F2170 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバイド錠５００μｇ ダイト 後発品 5.60
内用薬 3136004F2189 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチクール錠５００μｇ 沢井製薬 後発品 5.60
内用薬 3136004F2197 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 コメスゲン錠５００μｇ 辰巳化学 後発品 5.60
内用薬 3136004F2200 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 ノイメチコール錠５００μｇ 寿製薬 後発品 5.60
内用薬 3136004F2219 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバマイド錠５００μｇ ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 3136004M1033 メコバラミン ０．２５ｍｇ１カプセ

ル
コバメチンカプセル２５０ 第一三共 後発品 6.50

内用薬 3136004M1165 メコバラミン ０．２５ｍｇ１カプセ
ル

メコラミンカプセル２５０μｇ 日新製薬（山形） 後発品 5.70
内用薬 3136004M2030 メコバラミン ０．５ｍｇ１カプセル チオキネートカプセル５００μｇ 長生堂製薬 後発品 5.60
内用薬 3136004M2072 メコバラミン ０．５ｍｇ１カプセル ハイトコバミンＭカプセル５００μｇ ニプロファーマ 後発品 5.60
内用薬 3140001B1015 アスコルビン酸 ５％１ｇ 局 アスコルビン酸散 7.20
内用薬 3140001B1066 アスコルビン酸 ５％１ｇ 局 ビタミンＣ散「フソー」－５０ｍｇ 扶桑薬品工業 8.30
内用薬 3140001B2011 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 アスコルビン酸散 7.20
内用薬 3140001B2100 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 ビタミンＣ散「フソー」－１００ｍｇ 扶桑薬品工業 8.60
内用薬 3140001B2135 アスコルビン酸 １０％１ｇ 局 ビスコリン散１０％ 第一三共 8.60
内用薬 3140001B3018 アスコルビン酸 ２０％１ｇ 局 アスコルビン酸散 8.10
内用薬 3140001X1012 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸 7.30
内用薬 3140001X1020 アスコルビン酸 １ｇ 局 ※ アスコルビン酸（岩城） 岩城製薬 8.80
内用薬 3140001X1047 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「メタル」 中北薬品 8.50
内用薬 3140001X1071 アスコルビン酸 １ｇ 局 ※ アスコルビン酸（山善） 山善製薬 8.80
内用薬 3140001X1080 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸（（三晃）） 協和医療開発 8.30
内用薬 3140001X1098 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸　シオエ シオエ製薬 9.10
内用薬 3140001X1101 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「ヨシダ」 吉田製薬 9.10
内用薬 3140001X1144 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸「ケンエー」 健栄製薬 8.30
内用薬 3140001X1152 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸原末「タケダ」 武田薬品工業 9.10
内用薬 3140001X1160 アスコルビン酸 １ｇ 局 アスコルビン酸原末「マルイシ」 丸石製薬 8.30
内用薬 3140002D1037 アスコルビン酸 ２５％１ｇ ハイシー顆粒２５％ 武田薬品工業 6.20
内用薬 3150002D1025 酢酸トコフェロール ２０％１ｇ ユベ－Ｅ顆粒 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 3150002D1041 酢酸トコフェロール ２０％１ｇ ユベラ顆粒２０％ サンノーバ 11.60
内用薬 3150002D1050 酢酸トコフェロール ２０％１ｇ ユベ－Ｅ顆粒２０％ 鶴原製薬 後発品 6.20
内用薬 3150002F1220 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ベクタン錠５０ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.60
内用薬 3150002F1239 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ユベラ錠５０ｍｇ サンノーバ 5.90
内用薬 3150002F1247 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 5.60
内用薬 3150002F1255 酢酸トコフェロール ５０ｍｇ１錠 バナール錠５０ｍｇ 東和薬品 後発品 5.60
内用薬 3150002F2049 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１錠 ユベ－Ｅ・１００ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3150002F2057 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１錠 ユベ－Ｅ錠１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3150002M1076 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１カプセル ベクタンカプセル１００ｍｇ マイラン製薬 後発品 5.60
内用薬 3150002M1084 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１カプセル エセブロンカプセル１００ｍｇ 生晃栄養薬品 後発品 5.60
内用薬 3160001B1069 フィトナジオン １％１ｇ カチーフＮ散１０ｍｇ／ｇ 日本製薬 35.50
内用薬 3160001F1117 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ※ ビタミンＫ１錠５（イセイ） イセイ 後発品 5.60
内用薬 3160001F1125 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ビタミンＫ１錠（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3160001F1311 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 カチーフＮ錠５ｍｇ 日本製薬 18.50
内用薬 3160001F1320 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ケーワン錠５ｍｇ エーザイ 16.70
内用薬 3160001F1338 フィトナジオン ５ｍｇ１錠 ビタミンＫ１錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 5.60
内用薬 3160001F2016 フィトナジオン １０ｍｇ１錠 フィトナジオン１０ｍｇ錠 後発品 5.90
内用薬 3160001F2083 フィトナジオン １０ｍｇ１錠 カチーフＮ錠１０ｍｇ 日本製薬 35.10
内用薬 3160001M1027 フィトナジオン １０ｍｇ１カプセル ケーワンカプセル１０ｍｇ エーザイ 28.80
内用薬 3160001M2023 フィトナジオン ２０ｍｇ１カプセル ケーワンカプセル２０ｍｇ エーザイ 47.70
内用薬 3160002M1021 メナテトレノン ５ｍｇ１カプセル ケイツーカプセル５ｍｇ エーザイ 26.90
内用薬 3160002M2028 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル グラケーカプセル１５ｍｇ エーザイ 39.10
内用薬 3160002M2036 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 24.00

内用薬 3160002M2044 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 24.00
内用薬 3160002M2052 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｋ

ＴＢ」
寿製薬 後発品 25.90

内用薬 3160002M2060 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 24.00

内用薬 3160002M2079 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 後発品 23.30

内用薬 3160002M2087 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 22.70
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内用薬 3160002M2095 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 24.00

内用薬 3160002M2109 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「科
研」

大興製薬 後発品 26.90

内用薬 3160002M2117 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日
本臓器」

東海カプセル 後発品 22.70

内用薬 3160002M2125 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 23.30

内用薬 3160002M2133 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 24.00

内用薬 3160002M2141 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｔ
Ｃ」

東洋カプセル 後発品 23.30

内用薬 3160002M2150 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｔ
ＳＵ」

鶴原製薬 後発品 23.30

内用薬 3160002M2168 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「タ
ナベ」

長生堂製薬 後発品 24.00

内用薬 3160002Q1040 メナテトレノン ０．２％１ｍＬ ケイツーシロップ０．２％ サンノーバ 27.80
内用薬 3179100F1023 リボフラビン・塩酸ピリ

ドキシン
１錠 強力ビフロキシン錠 ゾンネボード製薬 6.00

内用薬 3179100F1031 リボフラビン・塩酸ピリ
ドキシン

１錠 ビフロキシン配合錠 ゾンネボード製薬 6.00

内用薬 3179101M1124 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ジアイナミックスカプセル 鶴原製薬 後発品 5.40

内用薬 3179102F1022 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 アリチアＮ５０ マイラン製薬 5.60

内用薬 3179102F1030 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 アリチア配合錠 マイラン製薬 5.60

内用薬 3179104M1020 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ダイ・メジンカプセル 日医工 5.60

内用薬 3179105F1026 Ｂ１・Ｂ６・Ｂ１２配合
剤

１錠 トリドセラン錠 シオノケミカル 14.10
内用薬 3179105F1034 Ｂ１・Ｂ６・Ｂ１２配合

剤
１錠 トリドセラン配合錠 シオノケミカル 14.10

内用薬 3179106F1020 オクトチアミン・Ｂ２・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ノイロビタン錠 アステラス製薬 6.00

内用薬 3179106F1039 オクトチアミン・Ｂ２・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ノイロビタン配合錠 アステラス製薬 6.00

内用薬 3179107F1025 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタマル錠 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 3179107F1033 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタダン錠 メディサ新薬 後発品 9.60

内用薬 3179107F1041 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタダン配合錠 メディサ新薬 後発品 9.60

内用薬 3179107F1050 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１錠 ビタマル配合錠 沢井製薬 後発品 9.60

内用薬 3179107M1040 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタノイリンカプセル２５ 武田薬品工業 7.60

内用薬 3179107M1059 フルスルチアミン・Ｂ
２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタノイリンカプセル５０ 武田薬品工業 14.70

内用薬 3179108B1028 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１ｇ ビタメジン散 第一三共 27.60

内用薬 3179108B1036 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１ｇ ビタメジン配合散 第一三共 27.60

内用薬 3179109M1023 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル シグマビタンカプセル 東和薬品 後発品 5.40

内用薬 3179109M1040 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジンカプセル２５ 第一三共 5.90

内用薬 3179109M1058 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ダイメジンスリービー配合カプセル 日医工 後発品 5.40

内用薬 3179109M1066 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ダイメジンスリービー配合カプセル２
５

日医工 後発品 5.40

内用薬 3179109M1074 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジン配合カプセルＢ２５ 第一三共 5.90

内用薬 3179110M1026 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジンカプセル５０ 第一三共 10.20

内用薬 3179110M1034 ベンフォチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１カプセル ビタメジン配合カプセルＢ５０ 第一三共 10.20

内用薬 3179115D1053 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シナール 塩野義製薬 6.20

内用薬 3179115D1061 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シーピーＧ 東和薬品 後発品 6.20

内用薬 3179115D1070 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ デラキシーＭ 丸石製薬 後発品 6.20

内用薬 3179115D1088 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ ビューシーＳ 大洋薬品工業 後発品 6.20

内用薬 3179115D1096 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シナール配合顆粒 塩野義製薬 6.20

内用薬 3179115D1100 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ シーピー配合顆粒 東和薬品 後発品 6.20

内用薬 3179115D1118 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ デラキシー配合顆粒 丸石製薬 後発品 6.20

内用薬 3179115D1126 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１ｇ ビューシー配合顆粒 大洋薬品工業 後発品 6.20

内用薬 3179115F2026 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１錠 シナール錠２００ 塩野義製薬 6.60

内用薬 3179115F2034 アスコルビン酸・パント
テン酸カルシウム

１錠 シナール配合錠 塩野義製薬 6.60

内用薬 3179117D1125 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ デルパント配合顆粒 陽進堂 5.90

内用薬 3179121A1028 レチノール・カルシフェ
ロール配合剤

１ｇ 調剤用パンビタン末 武田薬品工業 6.20

内用薬 3179122D1029 パンコール・Ｂ２・Ｂ
６・ニコアミ配合剤

１ｇ ワッサーＶ顆粒 東亜薬品 6.20
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