
区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

内用薬 4490020F1098 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 29.40
内用薬 4490020F1101 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 25.50
内用薬 4490020F1110 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 42.50

内用薬 4490020F1128 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 34.80
内用薬 4490020F1136 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 31.00
内用薬 4490020F1144 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 東亜薬品 後発品 70.20
内用薬 4490020F1152 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 34.80
内用薬 4490020F1160 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 39.60
内用薬 4490020F1179 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 58.60
内用薬 4490020F1187 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 後発品 25.50
内用薬 4490020F1195 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 38.00
内用薬 4490020F1209 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 70.20
内用薬 4490020F1217 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒ

ロ」
皇漢堂製薬 後発品 23.20

内用薬 4490020F1225 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 61.50
内用薬 4490020F1233 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 37.30

内用薬 4490020F1241 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 64.20
内用薬 4490020F1250 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 後発品 68.00
内用薬 4490020F1268 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ツルハ

ラ」
鶴原製薬 後発品 38.90

内用薬 4490020F1276 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「テイコ
ク」

日医工ファーマ 後発品 23.20
内用薬 4490020F1284 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 64.20
内用薬 4490020F1292 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 55.30
内用薬 4490020F1314 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 後発品 38.00
内用薬 4490020F1322 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 55.30

内用薬 4490020F1330 塩酸セチリジン ５ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠５「ＮＵＰ」 日本ユニバーサル
薬品

後発品 31.00

内用薬 4490020F2019 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 塩酸セチリジン錠 後発品 23.40
内用薬 4490020F2027 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 ジルテック錠１０ ユーシービージャ

パン
122.20

内用薬 4490020F2035 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０「ＡＲ」 アリジェン製薬 後発品 84.10
内用薬 4490020F2043 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 40.20
内用薬 4490020F2051 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨＯ

Ｓ」
シー・エイチ・
オー新薬

後発品 40.30

内用薬 4490020F2060 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＴ
Ｂ」

寿製薬 後発品 74.00
内用薬 4490020F2078 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥ

Ｄ」
メディサ新薬 後発品 89.30

内用薬 4490020F2086 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＮ
Ｐ」

日新製薬（山形） 後発品 67.80
内用薬 4490020F2094 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 35.60
内用薬 4490020F2108 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＴ」 ニプロジェネファ 後発品 46.70
内用薬 4490020F2116 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 46.70

内用薬 4490020F2124 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 44.10
内用薬 4490020F2132 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 31.80

内用薬 4490020F2140 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 84.10
内用薬 4490020F2159 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹ

Ｋ」
大正薬品工業 後発品 58.10

内用薬 4490020F2167 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 47.10
内用薬 4490020F2175 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 67.80

内用薬 4490020F2183 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 40.20
内用薬 4490020F2191 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０「オーハラ」 大原薬品工業 後発品 54.70
内用薬 4490020F2205 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 後発品 89.30
内用薬 4490020F2221 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 84.10

内用薬 4490020F2230 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 37.30

内用薬 4490020F2248 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 74.00
内用薬 4490020F2256 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナ

ベ」
田辺三菱製薬 後発品 84.10

内用薬 4490020F2264 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 後発品 38.90

内用薬 4490020F2272 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「テイコ
ク」

日医工ファーマ 後発品 47.10

内用薬 4490020F2280 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 84.10
内用薬 4490020F2299 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 74.00

内用薬 4490020F2310 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 後発品 54.70
内用薬 4490020F2329 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 65.10

内用薬 4490020F2337 塩酸セチリジン １０ｍｇ１錠 局 セチリジン塩酸塩錠１０「ＮＵＰ」 日本ユニバーサル
薬品

後発品 84.10

内用薬 4490020R1027 塩酸セチリジン １．２５％１ｇ ジルテックドライシロップ１．２５％ ユーシービージャ
パン

309.30

内用薬 4490020R1035 塩酸セチリジン １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩ＤＳ１．２５％「タ
カタ」

高田製薬 後発品 174.30

内用薬 4490021F1025 ラマトロバン ５０ｍｇ１錠 バイナス錠５０ｍｇ バイエル薬品 117.80
内用薬 4490021F2021 ラマトロバン ７５ｍｇ１錠 バイナス錠７５ｍｇ バイエル薬品 145.90
内用薬 4490022F1038 ベシル酸ベポタスチン ５ｍｇ１錠 タリオン錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 46.80
内用薬 4490022F2034 ベシル酸ベポタスチン １０ｍｇ１錠 タリオン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 57.90
内用薬 4490022F3022 ベシル酸ベポタスチン ５ｍｇ１錠 タリオンＯＤ錠５ｍｇ 田辺三菱製薬 46.80
内用薬 4490022F4029 ベシル酸ベポタスチン １０ｍｇ１錠 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 57.90
内用薬 4490023F1024 塩酸フェキソフェナジン ６０ｍｇ１錠 アレグラ錠６０ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
82.30

内用薬 4490023F2020 塩酸フェキソフェナジン ３０ｍｇ１錠 アレグラ錠３０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

63.60

内用薬 4490024F1029 ザフィルルカスト ２０ｍｇ１錠 アコレート錠２０ｍｇ アストラゼネカ 99.70
内用薬 4490024F2025 ザフィルルカスト ４０ｍｇ１錠 アコレート錠４０ｍｇ アストラゼネカ 154.00
内用薬 4490025F1023 塩酸オロパタジン ２．５ｍｇ１錠 アレロック錠２．５ 協和発酵キリン 50.20
内用薬 4490025F2020 塩酸オロパタジン ５ｍｇ１錠 アレロック錠５ 協和発酵キリン 63.90
内用薬 4490026C1021 モンテルカストナトリウ

ム
４ｍｇ１包 キプレス細粒４ｍｇ 杏林製薬 242.70
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内用薬 4490026C1030 モンテルカストナトリウ
ム

４ｍｇ１包 シングレア細粒４ｍｇ 萬有製薬 242.70
内用薬 4490026F1044 モンテルカストナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 キプレスチュアブル錠５ｍｇ 杏林製薬 237.30

内用薬 4490026F1052 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 シングレアチュアブル錠５ｍｇ 萬有製薬 237.30
内用薬 4490026F2040 モンテルカストナトリウ

ム
１０ｍｇ１錠 キプレス錠１０ｍｇ 杏林製薬 252.70

内用薬 4490026F2059 モンテルカストナトリウ
ム

１０ｍｇ１錠 シングレア錠１０ｍｇ 萬有製薬 252.70
内用薬 4490026F3020 モンテルカストナトリウ

ム
５ｍｇ１錠 キプレス錠５ｍｇ 杏林製薬 186.70

内用薬 4490026F3039 モンテルカストナトリウ
ム

５ｍｇ１錠 シングレア錠５ｍｇ 萬有製薬 186.70
内用薬 4490027F1022 ロラタジン １０ｍｇ１錠 クラリチン錠１０ｍｇ シェリング・プラ

ウ
116.10

内用薬 4490027F2029 ロラタジン １０ｍｇ１錠 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ シェリング・プラ
ウ

116.10

内用薬 4490027R1029 ロラタジン １％１ｇ クラリチンドライシロップ１％ シェリング・プラ
ウ

239.90

内用薬 5100001X1016 アキョウ １０ｇ アキョウ 68.50
内用薬 5100001X1024 アキョウ １０ｇ ウチダのアキョウＭ ウチダ和漢薬 69.90
内用薬 5100002A1018 アセンヤク １０ｇ 局 アセンヤク末 15.30
内用薬 5100003A1012 アマチャ １０ｇ 局 アマチャ末 45.50
内用薬 5100003X1015 アマチャ １０ｇ 局 アマチャ 46.00
内用薬 5100004A1017 アロエ １０ｇ 局 アロエ末 39.20
内用薬 5100005X1014 アンソッコウ １０ｇ 局 アンソッコウ 12.10
内用薬 5100006X1019 イレイセン １０ｇ 局 イレイセン 18.30
内用薬 5100006X1035 イレイセン １０ｇ 局 トチモトのイレイセン 栃本天海堂 18.50
内用薬 5100006X1043 イレイセン １０ｇ 局 ツムラの生薬イレイセン ツムラ 18.50
内用薬 5100006X1051 イレイセン １０ｇ 局 イレイセンダイコーＭ 大晃生薬 18.50
内用薬 5100006X1078 イレイセン １０ｇ 局 マツウラのイレイセン（調剤用） 松浦薬業 18.50
内用薬 5100007X1013 インチンコウ １０ｇ 局 インチンコウ 24.50
内用薬 5100007X1021 インチンコウ １０ｇ 局 ウチダのインチンコウＭ ウチダ和漢薬 26.60
内用薬 5100007X1030 インチンコウ １０ｇ 局 トチモトのインチンコウ 栃本天海堂 25.30
内用薬 5100007X1048 インチンコウ １０ｇ 局 ツムラの生薬インチンコウ ツムラ 27.20
内用薬 5100007X1056 インチンコウ １０ｇ 局 インチンコウダイコーＭ 大晃生薬 27.20
内用薬 5100007X1064 インチンコウ １０ｇ 局 花扇インチンコウＫ 小西製薬 27.20
内用薬 5100008X1018 ウイキョウ １０ｇ 局 ウイキョウ 17.50
内用薬 5100009X1012 ウコン １０ｇ 局 ウコン 9.40
内用薬 5100010X1015 ウズ １０ｇ ウズ 118.20
内用薬 5100010X1023 ウズ １０ｇ ウチダの烏頭 ウチダ和漢薬 131.30
内用薬 5100011X1010 ウバイ １０ｇ ウバイ 21.10
内用薬 5100012X1014 ウヤク １０ｇ 局 ウヤク 15.50
内用薬 5100012X1030 ウヤク １０ｇ 局 トチモトのウヤク 栃本天海堂 15.80
内用薬 5100013X1019 ウワウルシ １０ｇ 局 ウワウルシ 18.10
内用薬 5100014A1010 エイジツ １０ｇ 局 エイジツ末 12.80
内用薬 5100014X1013 エイジツ １０ｇ 局 エイジツ 10.20
内用薬 5100015X1018 エンゴサク １０ｇ 局 エンゴサク 24.10
内用薬 5100016X1012 エンメイソウ １０ｇ エンメイソウ 17.10
内用薬 5100017X1017 オウギ １０ｇ 局 オウギ 22.30
内用薬 5100017X1025 オウギ １０ｇ 局 ウチダのオウギＭ ウチダ和漢薬 24.80
内用薬 5100017X1033 オウギ １０ｇ 局 花扇オウギＫ 小西製薬 24.80
内用薬 5100017X1050 オウギ １０ｇ 局 オウギダイコーＭ 大晃生薬 24.80
内用薬 5100017X1084 オウギ １０ｇ 局 ツムラの生薬オウギ ツムラ 23.10
内用薬 5100017X1106 オウギ １０ｇ 局 トチモトのオウギ 栃本天海堂 23.10
内用薬 5100018A1019 オウギ １０ｇ オウギ末 26.80
内用薬 5100019A1013 オウゴン １０ｇ 局 オウゴン末 21.80
内用薬 5100019X1016 オウゴン １０ｇ 局 オウゴン 19.10
内用薬 5100020A1016 オウバク １０ｇ 局 オウバク末 29.60
内用薬 5100020X1019 オウバク １０ｇ 局 オウバク 26.10
内用薬 5100021X1013 オウヒ １０ｇ オウヒ 10.20
内用薬 5100022A1015 オウレン １０ｇ 局 オウレン末 160.00
内用薬 5100022A1023 オウレン １０ｇ 局 ウチダのオウレン末Ｍ ウチダ和漢薬 165.80
内用薬 5100022A1040 オウレン １０ｇ 局 花扇オウレン末Ｋ 小西製薬 162.00
内用薬 5100022A1058 オウレン １０ｇ 局 オウレン末鈴 鈴粉末薬品 162.00
内用薬 5100022X1018 オウレン １０ｇ 局 オウレン 86.20
内用薬 5100023A1010 オンジ １０ｇ 局 オンジ末 30.60
内用薬 5100023X1012 オンジ １０ｇ 局 オンジ 30.60
内用薬 5100024X1017 カイカ １０ｇ カイカ 13.70
内用薬 5100025X1011 ガイヨウ １０ｇ ガイヨウ 12.50
内用薬 5100026X1016 カゴソウ １０ｇ 局 カゴソウ 17.00
内用薬 5100027X1010 カシ １０ｇ カシ 10.50
内用薬 5100028X1015 カシュウ １０ｇ 局 カシュウ 15.00
内用薬 5100028X1023 カシュウ １０ｇ 局 ウチダのカシュウＭ ウチダ和漢薬 16.20
内用薬 5100028X1031 カシュウ １０ｇ 局 トチモトのカシュウ 栃本天海堂 16.60
内用薬 5100028X1040 カシュウ １０ｇ 局 花扇カシュウＫ 小西製薬 16.20
内用薬 5100029X1010 ガジュツ １０ｇ 局 ガジュツ 10.00
内用薬 5100029X1028 ガジュツ １０ｇ 局 ウチダのガジュツＭ ウチダ和漢薬 10.90
内用薬 5100029X1052 ガジュツ １０ｇ 局 トチモトのガジュツ 栃本天海堂 10.90
内用薬 5100029X1060 ガジュツ １０ｇ 局 高砂ガジュツＭ 高砂薬業 10.90
内用薬 5100030A1010 ガジュツ １０ｇ ガジュツ末 17.80
内用薬 5100031X1017 カッコウ １０ｇ カッコウ 13.70
内用薬 5100031X1041 カッコウ １０ｇ 局 花扇カッコウＫ 小西製薬 13.70
内用薬 5100032X1011 カッコン １０ｇ 局 カッコン 16.30
内用薬 5100033X1016 カッセキ １０ｇ カッセキ 14.70
内用薬 5100033X1032 カッセキ １０ｇ トチモトのカッセキ 栃本天海堂 15.10
内用薬 5100033X1040 カッセキ １０ｇ 花扇カッセキＫ 小西製薬 15.10
内用薬 5100034A1018 カノコソウ １０ｇ 局 カノコソウ末 49.70
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内用薬 5100034X1010 カノコソウ １０ｇ 局 カノコソウ 43.90
内用薬 5100035X1015 カマラ １０ｇ カマラ 330.70
内用薬 5100036X1010 カロコン １０ｇ 局 カロコン 14.20
内用薬 5100036X1028 カロコン １０ｇ 局 ウチダのカロコンＭ ウチダ和漢薬 15.80
内用薬 5100036X1036 カロコン １０ｇ 局 花扇カロコンＫ 小西製薬 16.50
内用薬 5100036X1052 カロコン １０ｇ 局 カロコンダイコーＭ 大晃生薬 14.90
内用薬 5100036X1060 カロコン １０ｇ 局 小島か楼根Ｍ 小島漢方 15.30
内用薬 5100036X1087 カロコン １０ｇ 局 ツムラの生薬カロコン ツムラ 15.30
内用薬 5100036X1095 カロコン １０ｇ 局 トチモトのカロコン 栃本天海堂 16.50
内用薬 5100036X1133 カロコン １０ｇ 局 マツウラのカロコン（医療用） 松浦薬業 14.90
内用薬 5100037X1014 カロニン １０ｇ カロニン 16.00
内用薬 5100037X1030 カロニン １０ｇ トチモトのカロニン 栃本天海堂 16.40
内用薬 5100037X1057 カロニン １０ｇ ツムラの生薬カロニン ツムラ 16.40
内用薬 5100038X1019 乾姜 １０ｇ 局 乾姜 14.50
内用薬 5100038X1027 乾姜 １０ｇ 局 ウチダのカンキョウＭ ウチダ和漢薬 14.80
内用薬 5100038X1035 乾姜 １０ｇ 局 トチモトの乾姜 栃本天海堂 15.50
内用薬 5100038X1051 乾姜 １０ｇ 局 マツウラのカンキョウ（調剤用） 松浦薬業 15.50
内用薬 5100038X1060 乾姜 １０ｇ 局 花扇カンキョウＫ 小西製薬 15.50
内用薬 5100039A1010 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウ末 23.20
内用薬 5100039A1029 カンゾウ １０ｇ 局 ウチダのカンゾウ末Ｍ ウチダ和漢薬 24.30
内用薬 5100039A1053 カンゾウ １０ｇ 局 「純生」カンゾウ末 純生薬品工業 24.30
内用薬 5100039A1118 カンゾウ １０ｇ 局 トチモトのカンゾウ末 栃本天海堂 24.30
内用薬 5100039A1126 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウ末Ｎ 日本粉末薬品 24.30
内用薬 5100039A1185 カンゾウ １０ｇ 局 マツウラのカンゾウ末（医療用） 松浦薬業 24.30
内用薬 5100039X1013 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウ 15.00
内用薬 5100039X1021 カンゾウ １０ｇ 局 ウチダのカンゾウＭ ウチダ和漢薬 16.50
内用薬 5100039X1048 カンゾウ １０ｇ 局 花扇カンゾウＫ 小西製薬 16.50
内用薬 5100039X1064 カンゾウ １０ｇ 局 カンゾウダイコーＭ 大晃生薬 16.50
内用薬 5100039X1099 カンゾウ １０ｇ 局 ツムラの生薬カンゾウ ツムラ 16.50
内用薬 5100039X1110 カンゾウ １０ｇ 局 トチモトのカンゾウ 栃本天海堂 15.50
内用薬 5100039X1137 カンゾウ １０ｇ 局 マツウラのカンゾウ（医療用） 松浦薬業 15.50
内用薬 5100040X1016 カンタリス １０ｇ カンタリス 208.30
内用薬 5100041A1018 カンテン １０ｇ 局 カンテン末 48.80
内用薬 5100042A1012 キキョウ １０ｇ 局 キキョウ末 24.70
内用薬 5100042X1015 キキョウ １０ｇ 局 キキョウ 17.00
内用薬 5100043X1010 キクカ １０ｇ 局 キクカ 21.00
内用薬 5100043X1028 キクカ １０ｇ 局 ウチダのキクカＭ ウチダ和漢薬 22.90
内用薬 5100043X1044 キクカ １０ｇ 局 花扇キクカＫ 小西製薬 22.90
内用薬 5100043X1052 キクカ １０ｇ 局 ツムラの生薬キクカ ツムラ 22.90
内用薬 5100044X1014 キササゲ １０ｇ 局 キササゲ 19.00
内用薬 5100045X1019 キジツ １０ｇ 局 キジツ 12.20
内用薬 5100045X1027 キジツ １０ｇ 局 ウチダのキジツＭ ウチダ和漢薬 13.70
内用薬 5100045X1035 キジツ １０ｇ 局 花扇キジツＫ 小西製薬 13.70
内用薬 5100045X1051 キジツ １０ｇ 局 キジツダイコーＭ 大晃生薬 13.70
内用薬 5100045X1060 キジツ １０ｇ 局 小島枳実Ｍ 小島漢方 12.80
内用薬 5100045X1086 キジツ １０ｇ 局 ツムラの生薬キジツ ツムラ 13.70
内用薬 5100045X1094 キジツ １０ｇ 局 トチモトのキジツ 栃本天海堂 13.70
内用薬 5100045X1124 キジツ １０ｇ 局 マツウラのキジツ（医療用） 松浦薬業 12.80
内用薬 5100046X1013 キッピ １０ｇ キッピ 11.80
内用薬 5100046X1021 キッピ １０ｇ ウチダのキッピＭ ウチダ和漢薬 12.40
内用薬 5100046X1030 キッピ １０ｇ トチモトのキッピ 栃本天海堂 12.40
内用薬 5100047A1015 キナ １０ｇ キナ末 12.20
内用薬 5100047X1018 キナ １０ｇ キナ 16.50
内用薬 5100048X1012 キョウカツ １０ｇ 局 キョウカツ 28.70
内用薬 5100048X1039 キョウカツ １０ｇ 局 トチモトのキョウカツ 栃本天海堂 30.10
内用薬 5100048X1047 キョウカツ １０ｇ 局 花扇キョウカツＫ 小西製薬 31.30
内用薬 5100048X1055 キョウカツ １０ｇ 局 ツムラの生薬キョウカツ ツムラ 31.30
内用薬 5100048X1063 キョウカツ １０ｇ 局 マツウラのキョウカツ（調剤用） 松浦薬業 30.10
内用薬 5100049X1017 キョウニン １０ｇ 局 キョウニン 15.20
内用薬 5100050X1010 キンギンカ １０ｇ キンギンカ 32.00
内用薬 5100050X1036 キンギンカ １０ｇ トチモトのキンギンカ 栃本天海堂 32.70
内用薬 5100051X1014 グアヤク脂 １０ｇ グアヤク脂 26.00
内用薬 5100052X1019 クコシ １０ｇ 局 クコシ 27.50
内用薬 5100053X1013 クコヨウ １０ｇ クコヨウ 13.70
内用薬 5100054A1015 クジン １０ｇ 局 クジン末 16.30
内用薬 5100054X1018 クジン １０ｇ 局 クジン 12.90
内用薬 5100054X1034 クジン １０ｇ 局 花扇クジンＫ 小西製薬 13.60
内用薬 5100054X1085 クジン １０ｇ 局 ツムラの生薬クジン ツムラ 13.60
内用薬 5100054X1093 クジン １０ｇ 局 トチモトのクジン 栃本天海堂 13.60
内用薬 5100055X1012 ケイガイ １０ｇ 局 ケイガイ 14.90
内用薬 5100055X1020 ケイガイ １０ｇ 局 ウチダのケイガイＭ ウチダ和漢薬 16.70
内用薬 5100055X1039 ケイガイ １０ｇ 局 花扇ケイガイＫ 小西製薬 16.70
内用薬 5100055X1063 ケイガイ １０ｇ 局 小島荊芥Ｍ 小島漢方 16.70
内用薬 5100055X1080 ケイガイ １０ｇ 局 ツムラの生薬ケイガイ ツムラ 16.70
内用薬 5100055X1098 ケイガイ １０ｇ 局 トチモトのケイガイ 栃本天海堂 16.70
内用薬 5100056A1014 ケイヒ １０ｇ 局 ケイヒ末 20.90
内用薬 5100056X1017 ケイヒ １０ｇ 局 ケイヒ 15.50
内用薬 5100057X1011 ケツメイシ １０ｇ 局 ケツメイシ 6.00
内用薬 5100058X1016 ケンゴシ １０ｇ 局 ケンゴシ 9.20
内用薬 5100059X1010 ゲンジン １０ｇ ゲンジン 13.90
内用薬 5100059X1029 ゲンジン １０ｇ ウチダのゲンジンＭ ウチダ和漢薬 14.70
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内用薬 5100059X1037 ゲンジン １０ｇ トチモトのゲンジン 栃本天海堂 14.70
内用薬 5100060A1010 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末 31.10
内用薬 5100060A1061 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末「ケンエー」 健栄製薬 31.60
内用薬 5100060A1126 ゲンチアナ １０ｇ 局 「純生」ゲンチアナ末 純生薬品工業 33.10
内用薬 5100060A1185 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末Ｎ 日本粉末薬品 33.10
内用薬 5100060A1207 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末「マルイシ」 丸石製薬 31.60
内用薬 5100060A1215 ゲンチアナ １０ｇ 局 ※ ゲンチアナ末（山善） 山善製薬 33.10
内用薬 5100060A1231 ゲンチアナ １０ｇ 局 ※ ゲンチアナ末（吉田製薬） 吉田製薬 32.60
内用薬 5100060A1290 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ末「ＪＧ」 日本ジェネリック 33.10
内用薬 5100060X1013 ゲンチアナ １０ｇ 局 ゲンチアナ 20.00
内用薬 5100061A1015 ゲンノショウコ １０ｇ 局 ゲンノショウコ末 19.00
内用薬 5100061X1018 ゲンノショウコ １０ｇ 局 ゲンノショウコ 19.00
内用薬 5100062X1012 コウカ １０ｇ 局 コウカ 24.20
内用薬 5100063X1017 コウジン １ｇ 局 コウジン 11.90
内用薬 5100063X1025 コウジン １ｇ 局 ウチダのコウジンＭ ウチダ和漢薬 12.50
内用薬 5100063X1041 コウジン １ｇ 局 花扇コウジンＫ 小西製薬 13.40
内用薬 5100063X1076 コウジン １ｇ 局 ※ コウジン（鈴粉末） 鈴粉末薬品 12.50
内用薬 5100063X1084 コウジン １ｇ 局 コウジンダイコーＭ 大晃生薬 11.90
内用薬 5100063X1092 コウジン １ｇ 局 高砂コウジンＭ 高砂薬業 12.50
内用薬 5100063X1106 コウジン １ｇ 局 テイコク紅参（調剤用） 帝國漢方製薬 13.40
内用薬 5100063X1165 コウジン １ｇ 局 マツウラのコウジン（医療用） 松浦薬業 13.40
内用薬 5100064A1027 コウジン １ｇ ウチダのコウジン末Ｍ ウチダ和漢薬 15.80
内用薬 5100064A1043 コウジン １ｇ 花扇コウジン末 小西製薬 13.50
内用薬 5100064A1051 コウジン １ｇ コウジン末鈴 鈴粉末薬品 18.80
内用薬 5100064A1159 コウジン １ｇ コウジン末「エシック」 国産薬品工業 13.50
内用薬 5100064A1167 コウジン １ｇ 正官庄コウジン末 大木製薬 37.60
内用薬 5100064A1175 コウジン １ｇ 高砂コウジン末Ｍ 高砂薬業 18.50
内用薬 5100064A1183 コウジン １ｇ ツムラの生薬コウジン末（調剤用） ツムラ 37.60
内用薬 5100064A1205 コウジン １ｇ トチモトのコウジン末ＡＭ 栃本天海堂 17.60
内用薬 5100064A1213 コウジン １ｇ 長岡のコウジン末Ｓ 長岡実業 13.50
内用薬 5100064A1221 コウジン １ｇ 日粉コウジン末Ｎ 日本粉末薬品 13.50
内用薬 5100064A1230 コウジン １ｇ ホンゾウコウジン末 本草製薬 11.40
内用薬 5100064A1248 コウジン １ｇ マツウラのコウジン末（調剤用） 松浦薬業 11.40
内用薬 5100064A1256 コウジン １ｇ マヤコウジン末 摩耶堂製薬 13.50
内用薬 5100064A1264 コウジン １ｇ 三和コウジン末 三和生薬 18.50
内用薬 5100064A1272 コウジン １ｇ 薬師印のコウジン末 薬師製薬 15.80
内用薬 5100064A1280 コウジン １ｇ テイコク紅参末 帝國漢方製薬 18.60
内用薬 5100065A1013 コウブシ １０ｇ 局 コウブシ末 12.60
内用薬 5100065X1016 コウブシ １０ｇ 局 コウブシ 12.00
内用薬 5100065X1067 コウブシ １０ｇ 局 小島香附子Ｍ 小島漢方 12.10
内用薬 5100065X1083 コウブシ １０ｇ 局 ツムラの生薬コウブシ ツムラ 12.10
内用薬 5100065X1091 コウブシ １０ｇ 局 トチモトのコウブシ 栃本天海堂 12.10
内用薬 5100066X1010 コウベイ １０ｇ コウベイ 8.30
内用薬 5100067A1012 コウボク １０ｇ 局 コウボク末 18.40
内用薬 5100067A1020 コウボク １０ｇ 局 ウチダのコウボク末Ｍ ウチダ和漢薬 20.40
内用薬 5100067A1063 コウボク １０ｇ 局 高砂コウボク末Ｍ 高砂薬業 20.40
内用薬 5100067X1015 コウボク １０ｇ 局 コウボク 17.40
内用薬 5100068X1010 コウホン １０ｇ コウホン 27.60
内用薬 5100068X1028 コウホン １０ｇ ウチダのコウホンＭ ウチダ和漢薬 28.80
内用薬 5100069X1014 ゴシツ １０ｇ 局 ゴシツ 16.50
内用薬 5100069X1030 ゴシツ １０ｇ 局 花扇ゴシツＫ 小西製薬 17.70
内用薬 5100069X1057 ゴシツ １０ｇ 局 ゴシツダイコーＭ 大晃生薬 17.40
内用薬 5100069X1081 ゴシツ １０ｇ 局 ツムラの生薬ゴシツ ツムラ 17.40
内用薬 5100069X1090 ゴシツ １０ｇ 局 トチモトのゴシツ 栃本天海堂 18.30
内用薬 5100069X1103 ゴシツ １０ｇ 局 マツウラのゴシツ（医療用） 松浦薬業 17.40
内用薬 5100070X1017 ゴシュユ １０ｇ 局 ゴシュユ 28.60
内用薬 5100070X1025 ゴシュユ １０ｇ 局 ウチダのゴシュユＭ ウチダ和漢薬 31.70
内用薬 5100070X1033 ゴシュユ １０ｇ 局 花扇ゴシュユＫ 小西製薬 32.40
内用薬 5100070X1050 ゴシュユ １０ｇ 局 ゴシュユダイコーＭ 大晃生薬 30.10
内用薬 5100070X1084 ゴシュユ １０ｇ 局 ツムラの生薬ゴシュユ ツムラ 30.10
内用薬 5100070X1106 ゴシュユ １０ｇ 局 トチモトのゴシュユ 栃本天海堂 32.40
内用薬 5100071X1011 ゴボウシ １０ｇ 局 ゴボウシ 9.30
内用薬 5100072X1016 ゴミシ １０ｇ 局 ゴミシ 108.90
内用薬 5100072X1032 ゴミシ １０ｇ 局 花扇ゴミシＫ 小西製薬 119.60
内用薬 5100072X1083 ゴミシ １０ｇ 局 ツムラの生薬ゴミシ ツムラ 119.60
内用薬 5100072X1091 ゴミシ １０ｇ 局 トチモトのゴミシ 栃本天海堂 119.60
内用薬 5100073A1018 コロンボ １０ｇ 局 コロンボ末 15.10
内用薬 5100073X1010 コロンボ １０ｇ 局 コロンボ 12.10
内用薬 5100074X1015 コンズランゴ １０ｇ 局 コンズランゴ 12.20
内用薬 5100075X1010 サイコ １０ｇ 局 サイコ 44.00
内用薬 5100075X1087 サイコ １０ｇ 局 ツムラの生薬サイコ ツムラ 46.10
内用薬 5100076X1014 サイシン １０ｇ 局 サイシン 68.70
内用薬 5100077X1019 ザクロヒ １０ｇ ザクロヒ 61.00
内用薬 5100078X1013 サフラン １ｇ 局 サフラン 344.20
内用薬 5100078X1021 サフラン １ｇ 局 ウチダのサフランＭ ウチダ和漢薬 374.60
内用薬 5100078X1048 サフラン １ｇ 局 花扇サフランＫ 小西製薬 374.60
内用薬 5100078X1056 サフラン １ｇ 局 サフラン鈴 鈴粉末薬品 374.60
内用薬 5100078X1064 サフラン １ｇ 局 サフランダイコーＭ 大晃生薬 374.60
内用薬 5100078X1099 サフラン １ｇ 局 トチモトのサフラン 栃本天海堂 374.60
内用薬 5100079A1015 サンキライ １０ｇ 局 サンキライ末 14.30
内用薬 5100079X1018 サンキライ １０ｇ 局 サンキライ 14.30
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内用薬 5100080X1010 サンザシ １０ｇ 局 サンザシ 10.20
内用薬 5100081A1012 サンシシ １０ｇ 局 サンシシ末 19.80
内用薬 5100081X1015 サンシシ １０ｇ 局 サンシシ 15.20
内用薬 5100082X1010 サンシュユ １０ｇ 局 サンシュユ 54.50
内用薬 5100082X1036 サンシュユ １０ｇ 局 花扇サンシュユＫ 小西製薬 60.00
内用薬 5100082X1087 サンシュユ １０ｇ 局 ツムラの生薬サンシュユ ツムラ 60.00
内用薬 5100082X1095 サンシュユ １０ｇ 局 トチモトのサンシュユ 栃本天海堂 56.30
内用薬 5100083A1011 サンショウ １０ｇ 局 サンショウ末 100.00
内用薬 5100083X1014 サンショウ １０ｇ 局 サンショウ 255.00
内用薬 5100084X1019 サンズコン １０ｇ サンズコン 12.50
内用薬 5100085X1013 サンソウニン １０ｇ 局 サンソウニン 22.80
内用薬 5100086X1018 サンヤク １０ｇ 局 サンヤク 18.30
内用薬 5100086X1026 サンヤク １０ｇ 局 ウチダのサンヤクＭ ウチダ和漢薬 19.10
内用薬 5100086X1034 サンヤク １０ｇ 局 花扇サンヤクＫ 小西製薬 21.10
内用薬 5100086X1050 サンヤク １０ｇ 局 サンヤクダイコーＭ 大晃生薬 19.10
内用薬 5100086X1069 サンヤク １０ｇ 局 小島山薬Ｍ 小島漢方 19.10
内用薬 5100086X1085 サンヤク １０ｇ 局 ツムラの生薬サンヤク ツムラ 21.10
内用薬 5100086X1093 サンヤク １０ｇ 局 トチモトのサンヤク 栃本天海堂 21.10
内用薬 5100087X1012 ジオウ １０ｇ 局 ジオウ 14.50
内用薬 5100087X1020 ジオウ １０ｇ 局 ウチダのジオウＭ ウチダ和漢薬 15.70
内用薬 5100087X1039 ジオウ １０ｇ 局 花扇ジオウＫ 小西製薬 15.70
内用薬 5100087X1071 ジオウ １０ｇ 局 高砂ジオウＭ 高砂薬業 15.70
内用薬 5100087X1080 ジオウ １０ｇ 局 ツムラの生薬ジオウ ツムラ 15.70
内用薬 5100087X1136 ジオウ １０ｇ 局 マツウラのジオウ（医療用） 松浦薬業 15.70
内用薬 5100088X1017 シオン １０ｇ シオン 10.50
内用薬 5100089X1011 ジコッピ １０ｇ 局 ジコッピ 10.40
内用薬 5100090X1014 シコン １０ｇ 局 シコン 30.30
内用薬 5100091X1019 シソシ １０ｇ シソシ 11.50
内用薬 5100092X1013 シツリシ １０ｇ 局 シツリシ 17.00
内用薬 5100092X1030 シツリシ １０ｇ 局 トチモトのシツリシ 栃本天海堂 18.60
内用薬 5100092X1056 シツリシ １０ｇ 局 花扇シツリシＫ 小西製薬 18.20
内用薬 5100093X1018 シテイ １０ｇ シテイ 14.10
内用薬 5100093X1034 シテイ １０ｇ トチモトのシテイ 栃本天海堂 14.50
内用薬 5100094A1010 シャクヤク １０ｇ 局 シャクヤク末 27.80
内用薬 5100094X1012 シャクヤク １０ｇ 局 シャクヤク 27.40
内用薬 5100095X1017 ジャショウシ １０ｇ 局 ジャショウシ 11.20
内用薬 5100096X1011 シャジン １０ｇ シャジン 15.60
内用薬 5100097X1016 シャゼンシ １０ｇ 局 シャゼンシ 11.80
内用薬 5100098X1010 シャゼンソウ １０ｇ 局 シャゼンソウ 12.80
内用薬 5100099X1015 修治ブシ １０ｇ 局 修治ブシ 138.70
内用薬 5100100X1010 ジュウヤク １０ｇ 局 ジュウヤク 22.70
内用薬 5100101A1011 シュクシャ １０ｇ 局 シュクシャ末 53.50
内用薬 5100101X1014 シュクシャ １０ｇ 局 シュクシャ 38.00
内用薬 5100101X1022 シュクシャ １０ｇ 局 ウチダのシュクシャＭ ウチダ和漢薬 44.20
内用薬 5100101X1030 シュクシャ １０ｇ 局 花扇シュクシャＫ 小西製薬 45.30
内用薬 5100101X1081 シュクシャ １０ｇ 局 ツムラの生薬シュクシャ ツムラ 45.30
内用薬 5100101X1090 シュクシャ １０ｇ 局 トチモトのシュクシャ 栃本天海堂 40.70
内用薬 5100102A1016 ショウキョウ １０ｇ 局 ショウキョウ末 16.50
内用薬 5100102X1019 ショウキョウ １０ｇ 局 ショウキョウ 13.70
内用薬 5100102X1027 ショウキョウ １０ｇ 局 ウチダのショウキョウＭ ウチダ和漢薬 14.20
内用薬 5100102X1035 ショウキョウ １０ｇ 局 花扇ショウキョウＫ 小西製薬 13.90
内用薬 5100102X1060 ショウキョウ １０ｇ 局 小島生姜Ｍ 小島漢方 14.20
内用薬 5100102X1086 ショウキョウ １０ｇ 局 ツムラの生薬ショウキョウ ツムラ 13.90
内用薬 5100102X1108 ショウキョウ １０ｇ 局 トチモトのショウキョウ 栃本天海堂 14.80
内用薬 5100103X1013 ショウズク １０ｇ 局 ショウズク 104.10
内用薬 5100104A1015 ショウズク １０ｇ ショウズク末 112.80
内用薬 5100105X1012 ショウバク １０ｇ ショウバク 8.40
内用薬 5100106X1017 ショウマ １０ｇ 局 ショウマ 12.00
内用薬 5100106X1084 ショウマ １０ｇ 局 ツムラの生薬ショウマ ツムラ 12.20
内用薬 5100106X1092 ショウマ １０ｇ 局 トチモトのショウマ 栃本天海堂 12.20
内用薬 5100107X1011 シンイ １０ｇ 局 シンイ 55.70
内用薬 5100108X1016 セキショウシ １０ｇ セキショウシ 69.60
内用薬 5100109X1010 セッコウ １０ｇ 局 セッコウ 7.90
内用薬 5100109X1029 セッコウ １０ｇ 局 ウチダのセッコウＭ ウチダ和漢薬 9.00
内用薬 5100109X1045 セッコウ １０ｇ 局 セッコウダイコーＭ 大晃生薬 8.30
内用薬 5100109X1053 セッコウ １０ｇ 局 小島石膏Ｍ 小島漢方 8.60
内用薬 5100109X1061 セッコウ １０ｇ 局 高砂セッコウＭ 高砂薬業 9.00
内用薬 5100109X1070 セッコウ １０ｇ 局 ツムラの生薬セッコウ ツムラ 9.00
内用薬 5100109X1088 セッコウ １０ｇ 局 トチモトのセッコウ 栃本天海堂 9.00
内用薬 5100109X1096 セッコウ １０ｇ 局 マツウラのセッコウ（医療用） 松浦薬業 8.30
内用薬 5100110A1010 セネガ １０ｇ 局 セネガ末 118.80
内用薬 5100110X1013 セネガ １０ｇ 局 セネガ 117.50
内用薬 5100111A1015 センキュウ １０ｇ 局 センキュウ末 28.40
内用薬 5100111X1018 センキュウ １０ｇ 局 センキュウ 21.70
内用薬 5100112X1012 ゼンコ １０ｇ 局 ゼンコ 13.60
内用薬 5100113X1017 センコツ １０ｇ 局 センコツ 34.20
内用薬 5100114X1011 センタイ １０ｇ センタイ 67.90
内用薬 5100114X1020 センタイ １０ｇ トチモトのセンタイ 栃本天海堂 72.90
内用薬 5100114X1046 センタイ １０ｇ マツウラのセンタイ（調剤用） 松浦薬業 72.90
内用薬 5100115A1013 センナ １０ｇ 局 センナ末 12.10
内用薬 5100115X1016 センナ １０ｇ 局 センナ 9.10
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