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内用薬 6241013F1113 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 84.80

内用薬 6241013F1121 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 105.00

内用薬 6241013F1130 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 79.50
内用薬 6241013F1148 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｚ

Ｅ」
全星薬品工業 後発品 105.00

内用薬 6241013F1156 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 95.30

内用薬 6241013F1164 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 後発品 95.30

内用薬 6241013F1172 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「イワ
キ」

岩城製薬 後発品 76.70

内用薬 6241013F1180 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 94.20

内用薬 6241013F1199 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「科
研」

シオノケミカル 後発品 97.40
内用薬 6241013F1202 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 105.00

内用薬 6241013F1210 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 84.80

内用薬 6241013F1229 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 95.30

内用薬 6241013F1237 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 107.60

内用薬 6241013F1245 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 92.20

内用薬 6241013F1253 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 90.00

内用薬 6241013F1261 レボフロキサシン １００ｍｇ１錠 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「あす
か」

ニプロジェネファ 後発品 86.80

内用薬 6241013F2020 レボフロキサシン ２５０ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

クラビット錠２５０ｍｇ 第一三共 286.10

内用薬 6241013F3027 レボフロキサシン ５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）

クラビット錠５００ｍｇ 第一三共 515.70

内用薬 6241013S1022 レボフロキサシン ２５ｍｇ１ｍＬ レボフロキサシン内用液２５ｍｇ／ｍ
Ｌ「トーワ」

東和薬品 後発品 32.00

内用薬 6241015F1023 プルリフロキサシン １００ｍｇ１錠（活性
本体として）

スオード錠１００ 明治製菓 105.10

内用薬 6241016F1028 塩酸モキシフロキサシン ４００ｍｇ１錠 アベロックス錠４００ｍｇ バイエル薬品 491.80
内用薬 6241017F1022 メシル酸ガレノキサシン

水和物
２００ｍｇ１錠 ジェニナック錠２００ｍｇ 富山化学工業 269.80

内用薬 6241018C1020 シタフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ グレースビット細粒１０％ 第一三共 576.00
内用薬 6241018F1027 シタフロキサシン水和物 ５０ｍｇ１錠 グレースビット錠５０ｍｇ 第一三共 228.00
内用薬 6249002F1024 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 ザイボックス錠６００ｍｇ ファイザー 12,935.90
内用薬 6250001M1038 ジドブジン １００ｍｇ１カプセル レトロビルカプセル１００ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
302.10

内用薬 6250002D1016 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル４０％顆粒 後発品 59.80
内用薬 6250002D1024 アシクロビル ４０％１ｇ ゾビラックス顆粒４０％ グラクソ・スミス

クライン
405.40

内用薬 6250002D1040 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビン顆粒４０％ 日医工 後発品 117.70
内用薬 6250002D1059 アシクロビル ４０％１ｇ ベルクスロン顆粒４０％ 東和薬品 後発品 135.50
内用薬 6250002D1067 アシクロビル ４０％１ｇ ビクロックス顆粒４０％ 小林化工 後発品 163.70
内用薬 6250002D1075 アシクロビル ４０％１ｇ アシロベック顆粒４０％ 沢井製薬 後発品 106.20
内用薬 6250002D1091 アシクロビル ４０％１ｇ グロスパール顆粒４０％ 高田製薬 後発品 167.50
内用薬 6250002F1017 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル２００ｍｇ錠 後発品 32.70
内用薬 6250002F1025 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ゾビラックス錠２００ グラクソ・スミス

クライン
265.40

内用薬 6250002F1033 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシロベック錠２００ 沢井製薬 後発品 68.30
内用薬 6250002F1041 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシロミン錠２００ メディサ新薬 後発品 93.00
内用薬 6250002F1068 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビン錠２００ 日医工 後発品 79.70
内用薬 6250002F1084 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 クロベート錠２００ ポーラファルマ 後発品 58.00
内用薬 6250002F1106 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ゾビクロビル錠２００ 日本薬品工業 後発品 58.00
内用薬 6250002F1114 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ビクロックス錠２００ 小林化工 後発品 84.30
内用薬 6250002F1130 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ビルヘキサル錠２００ｍｇ サンド 後発品 58.00
内用薬 6250002F1149 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ベルクスロン錠２００ 東和薬品 後発品 68.30
内用薬 6250002F1211 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠２００ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 70.00

内用薬 6250002F2013 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル４００ｍｇ錠 後発品 56.10
内用薬 6250002F2021 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ゾビラックス錠４００ グラクソ・スミス

クライン
403.90

内用薬 6250002F2048 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビン錠４００ 日医工 後発品 110.50
内用薬 6250002F2064 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシロベック錠４００ 沢井製薬 後発品 91.30
内用薬 6250002F2072 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ビクロックス錠４００ 小林化工 後発品 132.10
内用薬 6250002F2099 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ベルクスロン錠４００ 東和薬品 後発品 110.50
内用薬 6250002F2102 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ゾビクロビル錠４００ 日本薬品工業 後発品 80.80
内用薬 6250002F2161 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ビルヘキサル錠４００ｍｇ サンド 後発品 80.80
内用薬 6250002F2170 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 クロベート錠４００ ポーラファルマ 後発品 80.80
内用薬 6250002F2188 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ゾビアトロン錠４００ 鶴原製薬 後発品 60.10
内用薬 6250002F2200 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシクロビル錠４００ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 115.50

内用薬 6250002F2218 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 アシロミン錠４００ メディサ新薬 後発品 110.50
内用薬 6250002Q1026 アシクロビル ２００ｍｇ１包 アシビル内服ゼリー２００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 211.30
内用薬 6250002Q2022 アシクロビル ８００ｍｇ１包 アシビル内服ゼリー８００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 638.30
内用薬 6250002Q3029 アシクロビル ８％１ｍＬ ビクロックスシロップ８％ 小林化工 後発品 43.80
内用薬 6250002Q3037 アシクロビル ８％１ｍＬ グロスパールシロップ８％ 高田製薬 後発品 40.10
内用薬 6250002R1021 アシクロビル ８０％１ｇ アストリックドライシロップ８０％ 日本化薬 後発品 304.30
内用薬 6250002R1030 アシクロビル ８０％１ｇ アシロベックＤＳ８０％ 沢井製薬 後発品 257.20
内用薬 6250003F1020 ジダノシン ２５ｍｇ１錠 ヴァイデックス錠２５ ブリストル・マイ

ヤーズ
220.10
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内用薬 6250003F2026 ジダノシン ５０ｍｇ１錠 ヴァイデックス錠５０ ブリストル・マイ
ヤーズ

443.10

内用薬 6250003F3022 ジダノシン １００ｍｇ１錠 ヴァイデックス錠１００ ブリストル・マイ
ヤーズ

918.40

内用薬 6250003M1029 ジダノシン １２５ｍｇ１カプセル ヴァイデックスＥＣカプセル１２５ ブリストル・マイ
ヤーズ

1,121.80

内用薬 6250003M2025 ジダノシン ２００ｍｇ１カプセル ヴァイデックスＥＣカプセル２００ ブリストル・マイ
ヤーズ

1,744.10

内用薬 6250006F1031 ラミブジン １５０ｍｇ１錠 エピビル錠１５０ グラクソ・スミス
クライン

953.60

内用薬 6250006F2020 ラミブジン ３００ｍｇ１錠 エピビル錠３００ グラクソ・スミス
クライン

1,854.60

内用薬 6250007M1035 硫酸インジナビルエタ
ノール付加物

２００ｍｇ１カプセル クリキシバンカプセル２００ｍｇ 萬有製薬 114.80

内用薬 6250009M1026 サニルブジン １５ｍｇ１カプセル ゼリットカプセル１５ ブリストル・マイ
ヤーズ

479.10

内用薬 6250009M2022 サニルブジン ２０ｍｇ１カプセル ゼリットカプセル２０ ブリストル・マイ
ヤーズ

484.10

内用薬 6250010F1020 メシル酸サキナビル ５００ｍｇ１錠 インビラーゼ錠５００ｍｇ 中外製薬 419.30
内用薬 6250010M1037 メシル酸サキナビル ２００ｍｇ１カプセル インビラーゼカプセル２００ｍｇ 中外製薬 162.20
内用薬 6250011M1031 リトナビル １００ｍｇ１カプセル ノービア・ソフトカプセル１００ｍｇ アボットジャパン 122.40
内用薬 6250011S1022 リトナビル ８０ｍｇ１ｍＬ ノービア・リキッド アボットジャパン 106.30
内用薬 6250011S1030 リトナビル ８０ｍｇ１ｍＬ ノービア内用液８％ アボットジャパン 106.30
内用薬 6250012F1029 メシル酸ネルフィナビル ２５０ｍｇ１錠 ビラセプト錠 日本たばこ産業 157.70
内用薬 6250012F1037 メシル酸ネルフィナビル ２５０ｍｇ１錠 ビラセプト錠２５０ｍｇ 日本たばこ産業 157.70
内用薬 6250013F1023 ネビラピン ２００ｍｇ１錠 ビラミューン錠２００ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
968.60

内用薬 6250014F1036 硫酸アバカビル ３００ｍｇ１錠 ザイアジェン錠３００ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

985.70

内用薬 6250015F1022 エファビレンツ ６００ｍｇ１錠 ストックリン錠６００ｍｇ 萬有製薬 1,863.70
内用薬 6250015F2029 エファビレンツ ２００ｍｇ１錠 ストックリン錠２００ｍｇ 萬有製薬 649.40
内用薬 6250015M1021 エファビレンツ ２００ｍｇ１カプセル ストックリンカプセル２００ 萬有製薬 649.40
内用薬 6250017F1021 メシル酸デラビルジン ２００ｍｇ１錠 レスクリプター錠２００ｍｇ ファイザー 315.40
内用薬 6250019D1020 塩酸バラシクロビル ５０％１ｇ バルトレックス顆粒５０％ グラクソ・スミス

クライン
577.20

内用薬 6250019F1020 塩酸バラシクロビル ５００ｍｇ１錠 バルトレックス錠５００ グラクソ・スミス
クライン

559.00

内用薬 6250020F1023 ラミブジン １００ｍｇ１錠 ゼフィックス錠１００ グラクソ・スミス
クライン

622.00

内用薬 6250021M1027 リン酸オセルタミビル ７５ｍｇ１カプセル タミフルカプセル７５ 中外製薬 309.10
内用薬 6250021R1024 リン酸オセルタミビル ３％１ｇ タミフルドライシロップ３％ 中外製薬 237.20
内用薬 6250022F1022 リバビリン ２００ｍｇ１錠 コペガス錠２００ｍｇ 中外製薬 767.30
内用薬 6250022M1021 リバビリン ２００ｍｇ１カプセル レベトールカプセル２００ｍｇ シェリング・プラ

ウ
764.60

内用薬 6250023M1026 硫酸アタザナビル １５０ｍｇ１カプセル レイアタッツカプセル１５０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

552.20

内用薬 6250023M2022 硫酸アタザナビル ２００ｍｇ１カプセル レイアタッツカプセル２００ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

744.40

内用薬 6250024F1021 フマル酸テノホビルジソ
プロキシル

３００ｍｇ１錠 ビリアード錠３００ｍｇ 日本たばこ産業 1,988.00

内用薬 6250025F1026 バルガンシクロビル塩酸
塩

４５０ｍｇ１錠 バリキサ錠４５０ｍｇ 田辺三菱製薬 2,942.90
内用薬 6250026F1020 アデホビルピボキシル １０ｍｇ１錠 ヘプセラ錠１０ グラクソ・スミス

クライン
1,252.10

内用薬 6250027F1025 ホスアンプレナビルカル
シウム水和物

７００ｍｇ１錠 レクシヴァ錠７００ グラクソ・スミス
クライン

774.40

内用薬 6250028M1029 エムトリシタビン ２００ｍｇ１カプセル エムトリバカプセル２００ｍｇ 日本たばこ産業 1,618.10
内用薬 6250029F1024 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 バラクルード錠０．５ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
1,032.30

内用薬 6250030F1027 ダルナビル　エタノール
付加物

３００ｍｇ１錠 プリジスタ錠３００ｍｇ ヤンセンファーマ 430.20

内用薬 6250030F2023 ダルナビル　エタノール
付加物

４００ｍｇ１錠 プリジスタナイーブ錠４００ｍｇ ヤンセンファーマ 921.90

内用薬 6250031F1021 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムビル錠２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 560.30
内用薬 6250032F1026 ラルテグラビルカリウム ４００ｍｇ１錠 アイセントレス錠４００ｍｇ 萬有製薬 1,510.40
内用薬 6250033F1020 エトラビリン １００ｍｇ１錠 インテレンス錠１００ｍｇ ヤンセンファーマ 618.70
内用薬 6250034F1025 マラビロク １５０ｍｇ１錠 シーエルセントリ錠１５０ｍｇ ファイザー 2,278.80
内用薬 6250100F1024 ジドブジン・ラミブジン １錠 コンビビル錠 グラクソ・スミス

クライン
1,860.00

内用薬 6250100F1032 ジドブジン・ラミブジン １錠 コンビビル配合錠 グラクソ・スミス
クライン

1,860.00

内用薬 6250101F1029 ロピナビル・リトナビル １錠 カレトラ錠 アボットジャパン 377.10
内用薬 6250101F1037 ロピナビル・リトナビル １錠 カレトラ配合錠 アボットジャパン 377.10
内用薬 6250101S1027 ロピナビル・リトナビル １ｍＬ カレトラ・リキッド アボットジャパン 155.40
内用薬 6250101S1035 ロピナビル・リトナビル １ｍＬ カレトラ配合内用液 アボットジャパン 155.40
内用薬 6250102F1023 ラミブジン・硫酸アバカ

ビル
１錠 エプジコム錠 グラクソ・スミス

クライン
3,870.50

内用薬 6250102F1031 ラミブジン・硫酸アバカ
ビル

１錠 エプジコム配合錠 グラクソ・スミス
クライン

3,870.50

内用薬 6250103F1028 エムトリシタビン・フマ
ル酸テノホビルジソプロ
キシル

１錠 ツルバダ錠 日本たばこ産業 3,756.30

内用薬 6250103F1036 エムトリシタビン・フマ
ル酸テノホビルジソプロ
キシル

１錠 ツルバダ配合錠 日本たばこ産業 3,756.30

内用薬 6290001F1050 フルシトシン ５００ｍｇ１錠 アンコチル錠５００ｍｇ 共和薬品工業 276.10
内用薬 6290002M1020 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル ジフルカンカプセル５０ｍｇ ファイザー 616.00
内用薬 6290002M1038 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル ミコシストカプセル５０ｍｇ 高田製薬 後発品 508.60
内用薬 6290002M1046 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルカジールカプセル５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 209.60
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内用薬 6290002M1062 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 370.60
内用薬 6290002M1089 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾンカプセル５０ 日医工ファーマ 後発品 303.90
内用薬 6290002M1100 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 224.50

内用薬 6290002M1119 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナールカプセル５０ 沢井製薬 後発品 281.40
内用薬 6290002M1127 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 348.70

内用薬 6290002M2026 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル ジフルカンカプセル１００ｍｇ ファイザー 1,056.40
内用薬 6290002M2034 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル ミコシストカプセル１００ｍｇ 高田製薬 後発品 626.70
内用薬 6290002M2042 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルカジールカプセル１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 425.00
内用薬 6290002M2069 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 626.70

内用薬 6290002M2085 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾンカプセル１００ 日医工ファーマ 後発品 637.90
内用薬 6290002M2107 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナールカプセル１００ 沢井製薬 後発品 513.40
内用薬 6290002M2115 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ

「アメル」
共和薬品工業 後発品 453.00

内用薬 6290002M2123 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 626.70

内用薬 6290003X1039 ミコナゾール ２％１ｇ フロリードゲル経口用２％ 持田製薬 108.60
内用薬 6290004F1020 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 289.80
内用薬 6290004F1038 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 トラコナ錠５０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 176.90
内用薬 6290004F1046 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコネート錠５０ｍｇ 高田製薬 後発品 242.80
内用薬 6290004F1054 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラリール錠５０ 全星薬品工業 後発品 218.70
内用薬 6290004F1062 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」 科研製薬 後発品 176.90
内用薬 6290004F2026 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠１００「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 514.00

内用薬 6290004F2034 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラリール錠１００ 全星薬品工業 後発品 421.80
内用薬 6290004F2042 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 トラコナ錠１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 322.50
内用薬 6290004F2050 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコネート錠１００ｍｇ 高田製薬 後発品 371.40
内用薬 6290004F3022 イトラコナゾール ２００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠２００「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 872.50

内用薬 6290004M1029 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトリゾールカプセル５０ ヤンセンファーマ 463.10
内用薬 6290004M1037 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イコナゾンカプセル５０ 大洋薬品工業 後発品 165.80
内用薬 6290004M1045 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イデノラートカプセル５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 186.80
内用薬 6290004M1053 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトラコンカプセル５０ 日医工 後発品 224.70
内用薬 6290004M1061 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトラートカプセル５０ 沢井製薬 後発品 258.20
内用薬 6290004S1028 イトラコナゾール １％１ｍＬ イトリゾール内用液１％ ヤンセンファーマ 107.10
内用薬 6290005F1024 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 ラミシール錠１２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
228.60

内用薬 6290005F1032 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 ケルガー錠１２５ｍｇ 前田薬品工業 後発品 87.40
内用薬 6290005F1040 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テビーナ錠１２５ｍｇ 岩城製薬 後発品 141.10
内用薬 6290005F1059 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テビナシール錠１２５ｍｇ 東亜薬品 後発品 100.10
内用薬 6290005F1067 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビー錠１２５ｍｇ ダイト 後発品 134.70
内用薬 6290005F1075 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 87.40
内用薬 6290005F1083 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 111.40
内用薬 6290005F1091 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 141.10
内用薬 6290005F1105 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 117.80
内用薬 6290005F1113 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５「ＴＣＫ」 辰巳化学 後発品 141.10
内用薬 6290005F1121 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 117.80
内用薬 6290005F1130 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サン

ド」
サンド 後発品 111.40

内用薬 6290005F1148 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 100.10

内用薬 6290005F1164 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナール錠１２５ｍｇ 日本薬品工業 後発品 146.10
内用薬 6290005F1172 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルフィナビン錠１２５ｍｇ 日医工 後発品 146.10
内用薬 6290005F1180 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルミシール錠１２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 130.50
内用薬 6290005F1199 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 ネドリール錠１２５ｍｇ 高田製薬 後発品 162.40
内用薬 6290005F1202 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 ビラス錠１２５ｍｇ ジェイドルフ製薬 後発品 158.00
内用薬 6290005F1210 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 ラミテクト錠１２５ｍｇ 沢井製薬 後発品 130.50
内用薬 6290005F1229 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 リプノール錠１２５ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 107.90
内用薬 6290005F1237 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＭＥ

Ｄ」
メディサ新薬 後発品 146.10

内用薬 6290005F1245 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 103.60

内用薬 6290005F1253 塩酸テルビナフィン １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 107.90
内用薬 6290100D1045 スルファメトキサゾー

ル・トリメトプリム
１ｇ バクタ顆粒 塩野義製薬 85.40

内用薬 6290100D1053 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１ｇ バクトラミン顆粒 中外製薬 65.90

内用薬 6290100D1061 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１ｇ ダイフェン顆粒 鶴原製薬 後発品 19.30

内用薬 6290100D1070 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１ｇ ダイフェン配合顆粒 鶴原製薬 後発品 19.30

内用薬 6290100D1088 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１ｇ バクタ配合顆粒 塩野義製薬 85.40

内用薬 6290100D1096 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１ｇ バクトラミン配合顆粒 中外製薬 65.90

内用薬 6290100F2018 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１錠 スルファメトキサゾール・トリメトプ
リム錠

後発品 16.90

内用薬 6290100F2077 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１錠 バクタ錠 塩野義製薬 83.50

内用薬 6290100F2093 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１錠 バクトラミン錠 中外製薬 64.80

内用薬 6290100F2115 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１錠 バクタ配合錠 塩野義製薬 83.50

内用薬 6290100F2123 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

１錠 バクトラミン配合錠 中外製薬 64.80

内用薬 6415001X1010 エチル炭酸キニーネ １ｇ 局 エチル炭酸キニーネ 125.60
内用薬 6415002X1014 塩酸キニーネ １ｇ 局 塩酸キニーネ 135.40
内用薬 6415003X1019 硫酸キニーネ １ｇ 局 硫酸キニーネ 118.80
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内用薬 6419001F1030 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 ハイシジン錠２００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 45.90
内用薬 6419001F2036 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 ハイシジン錠５００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 125.50
内用薬 6419002F1123 メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 局 アスゾール錠２５０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 19.70
内用薬 6419002F1131 メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 局 フラジール内服錠２５０ｍｇ 塩野義製薬 37.30
内用薬 6419003F1039 塩酸メフロキン ２７５ｍｇ１錠 メファキン「ヒサミツ」錠２７５ 久光製薬 827.90
内用薬 6419100F1025 スルファドキシン・ピリ

メタミン
１錠 ファンシダール錠 中外製薬 465.40

内用薬 6422001X1014 チモール １ｇ 局 チモール 17.30
内用薬 6424001X1019 サントニン １ｇ 局 サントニン 251.20
内用薬 6428001F1012 クエン酸ジエチルカルバ

マジン
５０ｍｇ１錠 局 クエン酸ジエチルカルバマジン錠 9.70

内用薬 6429001F1028 パモ酸ピランテル １００ｍｇ１錠 コンバントリン錠 佐藤製薬 52.40
内用薬 6429001F1036 パモ酸ピランテル １００ｍｇ１錠 コンバントリン錠１００ｍｇ 佐藤製薬 52.40
内用薬 6429001R1024 パモ酸ピランテル １０％１ｇ コンバントリンドライシロップ 佐藤製薬 78.50
内用薬 6429001R1032 パモ酸ピランテル １０％１ｇ コンバントリンドライシロップ１００

ｍｇ
佐藤製薬 78.50

内用薬 6429005F1026 メベンダゾール １００ｍｇ１錠 ※ メベンダゾール錠１００（ヤンセン
ファーマ）

ヤンセンファーマ 364.60

内用薬 6429006F1020 プラジカンテル ６００ｍｇ１錠 ビルトリシド錠 バイエル薬品 1,243.20
内用薬 6429006F1039 プラジカンテル ６００ｍｇ１錠 ビルトリシド錠６００ｍｇ バイエル薬品 1,243.20
内用薬 6429007F1033 アルベンダゾール ２００ｍｇ１錠 エスカゾール錠２００ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
429.50

内用薬 6429008F1020 イベルメクチン ３ｍｇ１錠 ストロメクトール錠３ｍｇ 萬有製薬 751.10
内用薬 7111001X1019 乳糖 １０ｇ 局 乳糖 19.90
内用薬 7111001X1051 乳糖 １０ｇ 局 ※ 乳糖（日医工ファーマ） 日医工ファーマ 20.90
内用薬 7111001X1086 乳糖 １０ｇ 局 乳糖水和物「ケンエー」 健栄製薬 20.90
内用薬 7111001X1108 乳糖 １０ｇ 局 ※ 乳糖（三恵） 三恵薬品 20.90
内用薬 7111001X1116 乳糖 １０ｇ 局 ※ 乳糖（シオエ） シオエ製薬 22.10
内用薬 7111001X1183 乳糖 １０ｇ 局 ※ 乳糖（日興製薬） 日興製薬 20.90
内用薬 7111001X1191 乳糖 １０ｇ 局 乳糖「ホエイ」 マイラン製薬 22.10
内用薬 7111001X1248 乳糖 １０ｇ 局 ※ 乳糖（山善） 山善製薬 20.90
内用薬 7111001X1299 乳糖 １０ｇ 局 ※ 乳糖（ニプロファーマ） ニプロファーマ 22.10
内用薬 7111001X1302 乳糖 １０ｇ 局 乳糖水和物原末「マルイシ」 丸石製薬 22.10
内用薬 7111001X1310 乳糖 １０ｇ 局 乳糖水和物「ヨシダ」 吉田製薬 22.10
内用薬 7112001X1016 コムギデンプン １０ｇ 局 コムギデンプン 12.40
内用薬 7112002X1010 コメデンプン １０ｇ 局 コメデンプン 12.40
内用薬 7112003X1015 トウモロコシデンプン １０ｇ 局 トウモロコシデンプン 8.10
内用薬 7112003X1058 トウモロコシデンプン １０ｇ 局 トウモロコシデンプン「ホエイ」 マイラン製薬 9.00
内用薬 7112003X1074 トウモロコシデンプン １０ｇ 局 ※ トウモロコシデンプン（吉田製薬） 吉田製薬 9.00
内用薬 7112004X1010 バレイショデンプン １０ｇ 局 バレイショデンプン 8.10
内用薬 7112004X1060 バレイショデンプン １０ｇ 局 バレイショデンプン「ケンエー」 健栄製薬 8.40
内用薬 7112004X1087 バレイショデンプン １０ｇ 局 ※ バレイショデンプン（三恵） 三恵薬品 8.40
内用薬 7112004X1095 バレイショデンプン １０ｇ 局 ※ バレイショデンプン（シオエ） シオエ製薬 8.90
内用薬 7112004X1109 バレイショデンプン １０ｇ 局 ※ バレイショデンプン（純生） 純生薬品工業 8.90
内用薬 7112004X1230 バレイショデンプン １０ｇ 局 ※ バレイショデンプン（吉田製薬） 吉田製薬 8.90
内用薬 7119001X1017 亜硫酸水素ナトリウム １０ｇ 局 亜硫酸水素ナトリウム 10.80
内用薬 7119002X1011 カプセル １０個 局 カプセル 15.50
内用薬 7131001X1011 精製水 １０ｍＬ 局 精製水 1.50
内用薬 7131001X1054 精製水 １０ｍＬ 局 精製水「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 1.70
内用薬 7131001X1097 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（共栄） 共栄製薬 1.90
内用薬 7131001X1100 精製水 １０ｍＬ 局 精製水「ケンエー」 健栄製薬 1.70
内用薬 7131001X1143 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（シオエ） シオエ製薬 2.30
内用薬 7131001X1259 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（日興製薬） 日興製薬 1.70
内用薬 7131001X1380 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（吉田製薬） 吉田製薬 1.90
内用薬 7131001X1402 精製水 １０ｍＬ 局 ※ 精製水（中北） 中北薬品 1.90
内用薬 7142001X1015 単シロップ １０ｍＬ 局 単シロップ 8.50
内用薬 7142001X1031 単シロップ １０ｍＬ 局 単シロップ「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 9.30
内用薬 7142001X1040 単シロップ １０ｍＬ 局 単シロップ「ケンエー」 健栄製薬 9.00
内用薬 7142001X1066 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（シオエ） シオエ製薬 9.00
内用薬 7142001X1090 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（東洋製化） 東洋製薬化成 9.30
内用薬 7142001X1120 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（中北） 中北薬品 9.00
内用薬 7142001X1139 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（日興製薬） 日興製薬 9.30
内用薬 7142001X1171 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（丸石） 丸石製薬 9.00
内用薬 7142001X1180 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（山善） 山善製薬 9.00
内用薬 7142001X1198 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（ヤクハン） ヤクハン製薬 9.00
内用薬 7142001X1236 単シロップ １０ｍＬ 局 ※ 単シロップ（ＪＧ） 日本ジェネリック 9.30
内用薬 7143001X1012 ウイキョウ油 １ｍＬ 局 ウイキョウ油 65.00
内用薬 7143002S1010 カンゾウエキス １ｇ 局 カンゾウエキス 9.10
内用薬 7143003B1030 ケイヒ末・サンショウ末

配合剤
１ｇ ※ 芳香散（鈴粉末） 鈴粉末薬品 4.30

内用薬 7149001X1016 サッカリンナトリウム １ｇ 局 サッカリンナトリウム 6.20
内用薬 7149001X1032 サッカリンナトリウム １ｇ 局 ※ サッカリンナトリウム（小堺） 小堺製薬 6.40
内用薬 7149002X1010 白糖 １０ｇ 局 白糖 11.50
内用薬 7149003X1015 ハチミツ １０ｇ 局 ハチミツ 12.00
内用薬 7149003X1066 ハチミツ １０ｇ 局 ハチミツ「ケンエー」 健栄製薬 12.90
内用薬 7149003X1139 ハチミツ １０ｇ 局 ※ ハチミツ（東海製薬） 東海製薬 13.80
内用薬 7149003X1201 ハチミツ １０ｇ 局 ※ ハチミツ（丸石） 丸石製薬 13.80
内用薬 7149004X1010 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール 16.10
内用薬 7149004X1028 ｌ－メントール １ｇ 局 ※ ｌ－メントール（岩城） 岩城製薬 23.90
内用薬 7149004X1044 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール．ＯＹ 日医工ファーマ 23.90
内用薬 7149004X1052 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール「ケンエー」 健栄製薬 25.50
内用薬 7149004X1060 ｌ－メントール １ｇ 局 ※ ｌ－メントール（小堺） 小堺製薬 19.40
内用薬 7149004X1079 ｌ－メントール １ｇ 局 「純生」ハッカ脳 純生薬品工業 19.40
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内用薬 7149004X1117 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール「ホエイ」 マイラン製薬 27.10
内用薬 7149004X1150 ｌ－メントール １ｇ 局 ※ ｌ－メントール（山善） 山善製薬 23.70
内用薬 7149004X1192 ｌ－メントール １ｇ 局 ｌ－メントール「ヨシダ」 吉田製薬 23.90
内用薬 7149005X1014 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ハッカ水 7.40
内用薬 7149005X1030 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ハッカ水「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 8.00
内用薬 7149005X1049 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ハッカ水「ケンエー」 健栄製薬 8.00
内用薬 7149005X1065 ハッカ水 １０ｍＬ 局 ※ ハッカ水（シオエ） シオエ製薬 8.00
内用薬 7149006X1019 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油 9.10
内用薬 7149006X1043 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油．ＯＹ 日医工ファーマ 14.50
内用薬 7149006X1060 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「ケンエー」 健栄製薬 19.20
内用薬 7149006X1078 ハッカ油 １ｍＬ 局 ※ ハッカ油（小堺） 小堺製薬 16.30
内用薬 7149006X1086 ハッカ油 １ｍＬ 局 「純生」ハッカ油 純生薬品工業 14.50
内用薬 7149006X1116 ハッカ油 １ｍＬ 局 ※ ハッカ油（東洋製化） 東洋製薬化成 17.20
内用薬 7149006X1124 ハッカ油 １ｍＬ 局 ※ ハッカ油（東海製薬） 東海製薬 11.80
内用薬 7149006X1159 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油ＦＭ フヂミ製薬所 19.20
内用薬 7149006X1183 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油．ＹＩ 山田製薬 17.20
内用薬 7149006X1191 ハッカ油 １ｍＬ 局 ※ ハッカ油（山善） 山善製薬 17.20
内用薬 7149006X1221 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「ニッコー」 日興製薬 14.50
内用薬 7149006X1248 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「ヨシダ」 吉田製薬 17.20
内用薬 7149006X1272 ハッカ油 １ｍＬ 局 ハッカ油「東豊」 東豊薬品 18.20
内用薬 7149007X1013 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸 13.20
内用薬 7149007X1056 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸．ＯＹ 日医工ファーマ 14.60
内用薬 7149007X1072 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸「ケンエー」 健栄製薬 15.00
内用薬 7149007X1080 クエン酸 １０ｇ 局 ※ クエン酸（小堺） 小堺製薬 14.50
内用薬 7149007X1099 クエン酸 １０ｇ 局 「純生」クエン酸 純生薬品工業 15.00
内用薬 7149007X1110 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸〈ハチ〉 東洋製薬化成 15.00
内用薬 7149007X1129 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸「ホエイ」 マイラン製薬 14.60
内用薬 7149007X1153 クエン酸 １０ｇ 局 ※ クエン酸（山善） 山善製薬 15.00
内用薬 7149007X1196 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸「ニッコー」 日興製薬 14.60
内用薬 7149007X1226 クエン酸 １０ｇ 局 クエン酸水和物「ヨシダ」 吉田製薬 15.00
内用薬 7149008X1018 無水クエン酸 １０ｇ 局 無水クエン酸 12.20
内用薬 7149009X1012 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸 22.40
内用薬 7149009X1047 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸．ＯＹ 日医工ファーマ 27.00
内用薬 7149009X1063 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「ケンエー」 健栄製薬 27.00
内用薬 7149009X1071 酒石酸 １０ｇ 局 ※ 酒石酸（小堺） 小堺製薬 26.40
内用薬 7149009X1101 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「司生堂」 司生堂製薬 26.40
内用薬 7149009X1152 酒石酸 １０ｇ 局 ※ 酒石酸（山善） 山善製薬 27.00
内用薬 7149009X1187 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「カナダ」 金田直隆商店 26.40
内用薬 7149009X1209 酒石酸 １０ｇ 局 酒石酸「ニッコー」 日興製薬 27.50
内用薬 7211001X1030 アミドトリゾ酸ナトリウ

ムメグルミン
１ｍＬ ガストログラフイン経口・注腸用 バイエル薬品 17.00

内用薬 7212001X1020 硫酸バリウム ９５．９７％１０ｇ ウムブラゾル－Ａ 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212005S1020 硫酸バリウム ７９％１０ｍＬ ネオダルムゾル 共成製薬 14.40
内用薬 7212006B1025 硫酸バリウム ９７％１０ｇ ネオバルギン共成 共成製薬 14.80
内用薬 7212009X1026 硫酸バリウム ９８．４７％１０ｇ バリトゲン 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212009X1034 硫酸バリウム ９８．４７％１０ｇ ネオバルギンＳ 共成製薬 14.80
内用薬 7212010X1029 硫酸バリウム ９７．９８％１０ｇ バリトゲン－デラックス 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212012S1020 炭酸ガス・硫酸バリウム １０ｍＬ バリトップ１００ 堺化学工業 20.20
内用薬 7212012S1047 炭酸ガス・硫酸バリウム １０ｍＬ バリトップ１２０ 堺化学工業 27.20
内用薬 7212013B1025 硫酸バリウム ９４．６％１０ｇ バリトップＰ 堺化学工業 15.00
内用薬 7212013S1025 硫酸バリウム １５０％１０ｍＬ バリトップゾル１５０ 堺化学工業 26.40
内用薬 7212019X1020 硫酸バリウム ９７％１０ｇ バロスパースＷ 堀井薬品工業 15.10
内用薬 7212020B1033 硫酸バリウム ９８％１０ｇ バリブライトＰ 堺化学工業 15.00
内用薬 7212020B3036 硫酸バリウム ９８．１％１０ｇ バリコンクＦ 堺化学工業 15.00
内用薬 7212021X1019 硫酸バリウム １０ｇ 局 硫酸バリウム 17.30
内用薬 7212022A1029 硫酸バリウム ９９％１０ｇ バリコンミール 堀井薬品工業 15.10
内用薬 7212022A1037 硫酸バリウム ９９％１０ｇ バリトップＨＤ 堺化学工業 15.10
内用薬 7212022A2025 硫酸バリウム ９９．０％１０ｇ バリトゲンＳＨＤ 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212022A2033 硫酸バリウム ９９．０％１０ｇ ネオバルギンＥＨＤ 共成製薬 14.80
内用薬 7212022S2098 硫酸バリウム ７５％１０ｍＬ バムスターＧ７５ 共成製薬 14.40
内用薬 7212022S5020 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ バムスターＳ１００ 共成製薬 14.80
内用薬 7212022S5038 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ バリトゲンゾル 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212022S5046 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ バルギンＳゾル３号 共成製薬 14.80
内用薬 7212022S6034 硫酸バリウム １２０％１０ｍＬ バリブライトＲ 堺化学工業 21.60
内用薬 7212022S7022 硫酸バリウム １３０％１０ｍＬ バムスターＳ１３０ 共成製薬 19.80
内用薬 7212022S8029 硫酸バリウム ２００％１０ｍＬ バムスターＳ２００ 共成製薬 30.00
内用薬 7212022S9025 硫酸バリウム １８０％１０ｍＬ バリブライトゾル１８０ 堺化学工業 33.00
内用薬 7212025X1025 硫酸バリウム １４５％１０ｍＬ バリトゲンゾル１４５ 伏見製薬所 25.10
内用薬 7212029X1023 硫酸バリウム ９８．６％１０ｇ バリトゲンＨＤ 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212029X1031 硫酸バリウム ９８．６％１０ｇ ネオバルギンＨＤ 共成製薬 14.80
内用薬 7212030S1029 硫酸バリウム １．５％３００ｍＬ１

瓶
バリトップＣＴ 堺化学工業 272.10

内用薬 7212030S1037 硫酸バリウム １．５％３００ｍＬ１
瓶

バリトゲンＣＴ 伏見製薬所 251.30
内用薬 7212031B1031 硫酸バリウム ９８．５％１０ｇ バリテスターＡ２４０散 伏見製薬所 14.80
内用薬 7212031B1040 硫酸バリウム ９８．５％１０ｇ ネオバルギンＵＨＤ 共成製薬 14.80
内用薬 7212032B1028 硫酸バリウム ９９．１％１０ｇ バリブライトＣＬ 堺化学工業 15.00
内用薬 7212033B1022 硫酸バリウム ９９．４％１０ｇ バリコンクＭＸ 堺化学工業 15.00
内用薬 7212034B1027 硫酸バリウム ９９．５％１０ｇ バリブライトＬＶ 堺化学工業 15.00
内用薬 7212035B1021 硫酸バリウム ９９．３６％１０ｇ ウムブラＭＤ 伏見製薬所 14.80
内用薬 7213005S1028 クエン酸マグネシウム ２５０ｍＬ１瓶 マグコロール 堀井薬品工業 422.20
内用薬 7213011D1024 炭酸水素ナトリウム・酒

石酸
１ｇ バリトゲン発泡顆粒 伏見製薬所 後発品 12.40
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