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内用薬 5200123C1030 半夏瀉心湯エキス １ｇ コタロー半夏瀉心湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 18.70
内用薬 5200123C1049 半夏瀉心湯エキス １ｇ 三和半夏瀉心湯エキス細粒 三和生薬 21.20
内用薬 5200123C1057 半夏瀉心湯エキス １ｇ ジュンコウ半夏瀉心湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 27.30

内用薬 5200123C1065 半夏瀉心湯エキス １ｇ 〔東洋〕半夏瀉心湯エキス細粒 東洋薬行 24.70
内用薬 5200123C1081 半夏瀉心湯エキス １ｇ クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 23.90
内用薬 5200123D1028 半夏瀉心湯エキス １ｇ オースギ半夏瀉心湯エキスＧ 大杉製薬 18.30
内用薬 5200123D1044 半夏瀉心湯エキス １ｇ サカモト半夏瀉心湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 11.40
内用薬 5200123D1052 半夏瀉心湯エキス １ｇ ＪＰＳ半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

19.30

内用薬 5200123D1060 半夏瀉心湯エキス １ｇ 太虎堂の半夏瀉心湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 16.40
内用薬 5200123D1079 半夏瀉心湯エキス １ｇ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 25.20

内用薬 5200123D1087 半夏瀉心湯エキス １ｇ テイコク半夏瀉心湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 10.50
内用薬 5200123D1109 半夏瀉心湯エキス １ｇ 半夏瀉心湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 17.60
内用薬 5200123D1125 半夏瀉心湯エキス １ｇ 本草半夏瀉心湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 9.80
内用薬 5200123D1133 半夏瀉心湯エキス １ｇ マツウラ半夏瀉心湯エキス顆粒 松浦薬業 16.40
内用薬 5200123F1053 半夏瀉心湯エキス １錠 クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 大峰堂薬品工業 7.50
内用薬 5200124C1035 半夏白朮天麻湯エキス １ｇ コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 15.30
内用薬 5200124C1043 半夏白朮天麻湯エキス １ｇ 三和半夏白朮天麻湯エキス細粒 三和生薬 18.10
内用薬 5200124C1051 半夏白朮天麻湯エキス １ｇ クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 24.30
内用薬 5200124D1022 半夏白朮天麻湯エキス １ｇ ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 26.10

内用薬 5200125C1030 白虎加人参湯エキス １ｇ コタロー白虎加人参湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 10.60
内用薬 5200125C1048 白虎加人参湯エキス １ｇ クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 クラシエ製薬 28.40
内用薬 5200125D1027 白虎加人参湯エキス １ｇ ＫＴＳ白虎加人参湯エキス顆粒 建林松鶴堂 9.20
内用薬 5200125D1035 白虎加人参湯エキス １ｇ ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 19.90

内用薬 5200125D1043 白虎加人参湯エキス １ｇ テイコク白虎加人参湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 10.70
内用薬 5200125F1036 白虎加人参湯エキス １錠 クラシエ白虎加人参湯エキス錠 大峰堂薬品工業 14.20
内用薬 5200126C1026 茯苓飲エキス １ｇ コタロー茯苓飲エキス細粒 小太郎漢方製薬 19.80
内用薬 5200126D1021 茯苓飲エキス １ｇ ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用） ツムラ 16.00
内用薬 5200127D1026 茯苓飲合半夏厚朴湯エキ

ス
１ｇ ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 21.40

内用薬 5200128C1025 平胃散エキス １ｇ コタロー平胃散エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.00
内用薬 5200128D1020 平胃散エキス １ｇ オースギ平胃散料エキスＧ 大杉製薬 5.30
内用薬 5200128D1047 平胃散エキス １ｇ ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用） ツムラ 8.20
内用薬 5200128D1055 平胃散エキス １ｇ テイコク平胃散エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.30
内用薬 5200128D1080 平胃散エキス １ｇ 本草平胃散料エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 4.20
内用薬 5200129C1038 防已黄耆湯エキス １ｇ コタロー防已黄耆湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.40
内用薬 5200129C1046 防已黄耆湯エキス １ｇ ジュンコウ防已黄耆湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 11.80

内用薬 5200129C1062 防已黄耆湯エキス １ｇ クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 8.40
内用薬 5200129D1025 防已黄耆湯エキス １ｇ オースギ防已黄耆湯エキスＧ 大杉製薬 6.90
内用薬 5200129D1033 防已黄耆湯エキス １ｇ サカモト防已黄耆湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 6.70
内用薬 5200129D1041 防已黄耆湯エキス １ｇ ＪＰＳ防已黄耆湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

8.50

内用薬 5200129D1068 防已黄耆湯エキス １ｇ 太虎堂の防已黄耆湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.50
内用薬 5200129D1076 防已黄耆湯エキス １ｇ ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 10.90

内用薬 5200129D1084 防已黄耆湯エキス １ｇ テイコク防已黄耆湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200129D1106 防已黄耆湯エキス １ｇ 本草防已黄耆湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.20
内用薬 5200129D1114 防已黄耆湯エキス １ｇ マツウラ防已黄耆湯エキス顆粒 松浦薬業 7.20
内用薬 5200129F1042 防已黄耆湯エキス １錠 クラシエ防已黄耆湯エキス錠 大峰堂薬品工業 4.20
内用薬 5200130C1030 防風通聖散エキス １ｇ コタロー防風通聖散エキス細粒 小太郎漢方製薬 6.50
内用薬 5200130C1049 防風通聖散エキス １ｇ 三和防風通聖散料エキス細粒 三和生薬 6.20
内用薬 5200130C1057 防風通聖散エキス １ｇ 〔東洋〕防風通聖散料エキス細粒 東洋薬行 8.00
内用薬 5200130C1065 防風通聖散エキス １ｇ クラシエ防風通聖散料エキス細粒 クラシエ製薬 7.60
内用薬 5200130D1028 防風通聖散エキス １ｇ オースギ防風通聖散エキスＧ 大杉製薬 6.40
内用薬 5200130D1044 防風通聖散エキス １ｇ ＪＰＳ防風通聖散料エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

7.40

内用薬 5200130D1052 防風通聖散エキス １ｇ 太虎堂の防風通聖散料エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.40
内用薬 5200130D1060 防風通聖散エキス １ｇ ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.40

内用薬 5200130D1079 防風通聖散エキス １ｇ テイコク防風通聖散エキス顆粒 帝國漢方製薬 6.20
内用薬 5200130D1087 防風通聖散エキス １ｇ 本草防風通聖散エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.30
内用薬 5200130D1095 防風通聖散エキス １ｇ マツウラ防風通聖散エキス顆粒 松浦薬業 6.20
内用薬 5200130F1037 防風通聖散エキス １錠 クラシエ防風通聖散エキス錠 大峰堂薬品工業 2.50
内用薬 5200131B1021 補中益気湯エキス １ｇ 太虎堂の補中益気湯エキス散 太虎精堂製薬 21.40
内用薬 5200131C1035 補中益気湯エキス １ｇ コタロー補中益気湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 11.90
内用薬 5200131C1043 補中益気湯エキス １ｇ 三和補中益気湯エキス細粒 三和生薬 16.50
内用薬 5200131C1051 補中益気湯エキス １ｇ ジュンコウ補中益気湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 26.90

内用薬 5200131C1060 補中益気湯エキス １ｇ 〔東洋〕補中益気湯エキス細粒 東洋薬行 19.90
内用薬 5200131C1078 補中益気湯エキス １ｇ クラシエ補中益気湯エキス細粒 クラシエ製薬 23.70
内用薬 5200131D1022 補中益気湯エキス １ｇ オースギ補中益気湯エキスＧ 大杉製薬 11.50
内用薬 5200131D1030 補中益気湯エキス １ｇ サカモト補中益気湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 10.70
内用薬 5200131D1049 補中益気湯エキス １ｇ ＪＰＳ補中益気湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

18.20

内用薬 5200131D1057 補中益気湯エキス １ｇ 太虎堂の補中益気湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 16.10
内用薬 5200131D1065 補中益気湯エキス １ｇ ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 26.10

内用薬 5200131D1073 補中益気湯エキス １ｇ テイコク補中益気湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 13.60
内用薬 5200131D1103 補中益気湯エキス １ｇ 補中益気湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 13.90
内用薬 5200131D1120 補中益気湯エキス １ｇ 本草補中益気湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 11.30
内用薬 5200132C1030 麻黄湯エキス １ｇ コタロー麻黄湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.40
内用薬 5200132C1048 麻黄湯エキス １ｇ ジュンコウ麻黄湯ＦＣエキス細粒医療

用
康和薬通 11.10

内用薬 5200132C1064 麻黄湯エキス １ｇ クラシエ麻黄湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.80
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内用薬 5200132D1035 麻黄湯エキス １ｇ ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 8.40
内用薬 5200132D1043 麻黄湯エキス １ｇ テイコク麻黄湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.60
内用薬 5200132D1060 麻黄湯エキス １ｇ 本草麻黄湯エキス顆粒－Ｓ 本草製薬 5.60
内用薬 5200133C1026 麻黄附子細辛湯エキス １ｇ 三和麻黄附子細辛湯エキス細粒 三和生薬 29.10
内用薬 5200133D1021 麻黄附子細辛湯エキス １ｇ ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医

療用）
ツムラ 20.50

内用薬 5200133M1021 麻黄附子細辛湯エキス １カプセル コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセ
ル

小太郎漢方製薬 23.70
内用薬 5200134C1020 麻杏甘石湯エキス １ｇ コタロー麻杏甘石湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.70
内用薬 5200134C1039 麻杏甘石湯エキス １ｇ ジュンコウ麻杏甘石湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 9.60

内用薬 5200134D1026 麻杏甘石湯エキス １ｇ オースギ麻杏甘石湯エキスＧ 大杉製薬 8.70
内用薬 5200134D1042 麻杏甘石湯エキス １ｇ ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 7.10

内用薬 5200134D1050 麻杏甘石湯エキス １ｇ テイコク麻杏甘石湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 5.20
内用薬 5200134D1077 麻杏甘石湯エキス １ｇ 本草麻杏甘石湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 3.90
内用薬 5200134D1093 麻杏甘石湯エキス １ｇ マツウラ麻杏甘石湯エキス顆粒 松浦薬業 9.60
内用薬 5200135C1033 麻杏よく甘湯エキス １ｇ コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.80
内用薬 5200135C1041 麻杏よく甘湯エキス １ｇ 三和麻杏よく甘湯エキス細粒 三和生薬 11.50
内用薬 5200135C1050 麻杏よく甘湯エキス １ｇ クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 8.60
内用薬 5200135D1020 麻杏よく甘湯エキス １ｇ オースギ麻杏よく甘湯エキスＧ 大杉製薬 11.20
内用薬 5200135D1039 麻杏よく甘湯エキス １ｇ ＪＰＳ麻杏よく甘湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

6.60

内用薬 5200135D1047 麻杏よく甘湯エキス １ｇ ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療
用）

ツムラ 9.80

内用薬 5200135D1063 麻杏よく甘湯エキス １ｇ 麻杏よく甘湯エキス顆粒Ｔ 東亜薬品 6.50
内用薬 5200136C1020 麻子仁丸エキス １ｇ コタロー麻子仁丸料エキス細粒 小太郎漢方製薬 9.20
内用薬 5200136D1025 麻子仁丸エキス １ｇ オースギ麻子仁丸料エキスＧ 大杉製薬 9.30
内用薬 5200136D1033 麻子仁丸エキス １ｇ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） ツムラ 7.40
内用薬 5200137C1024 木防已湯エキス １ｇ コタロー木防已湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 15.60
内用薬 5200137C1032 木防已湯エキス １ｇ 三和木防已湯エキス細粒 三和生薬 24.80
内用薬 5200137D1020 木防已湯エキス １ｇ ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 14.50
内用薬 5200138C1037 よく苡仁湯エキス １ｇ ジュンコウよく苡仁湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 10.50

内用薬 5200138C1045 よく苡仁湯エキス １ｇ 〔東洋〕よく苡仁湯エキス細粒 東洋薬行 7.80
内用薬 5200138C1053 よく苡仁湯エキス １ｇ クラシエよく苡仁湯エキス細粒 クラシエ製薬 9.60
内用薬 5200138D1024 よく苡仁湯エキス １ｇ オースギよく苡仁湯エキスＴＧ 常盤薬品工業 6.20
内用薬 5200138D1032 よく苡仁湯エキス １ｇ ＫＴＳよく苡仁湯エキス顆粒 建林松鶴堂 6.20
内用薬 5200138D1040 よく苡仁湯エキス １ｇ サカモトよく苡仁湯エキス顆粒 阪本漢法製薬 6.30
内用薬 5200138D1059 よく苡仁湯エキス １ｇ ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 10.50

内用薬 5200138D1067 よく苡仁湯エキス １ｇ 本草よく苡仁湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.90
内用薬 5200138D1075 よく苡仁湯エキス １ｇ マツウラよく苡仁湯エキス顆粒 松浦薬業 7.00
内用薬 5200138F1041 よく苡仁湯エキス １錠 クラシエよく苡仁湯エキス錠 大峰堂薬品工業 3.80
内用薬 5200139D1029 抑肝散エキス １ｇ オースギ抑肝散料エキスＴＧ 常盤薬品工業 9.10
内用薬 5200139D1037 抑肝散エキス １ｇ ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） ツムラ 12.30
内用薬 5200140C1034 抑肝散加陳皮半夏エキス １ｇ コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 小太郎漢方製薬 10.30
内用薬 5200140C1042 抑肝散加陳皮半夏エキス １ｇ クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 大峰堂薬品工業 15.30
内用薬 5200140D1021 抑肝散加陳皮半夏エキス １ｇ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 16.50

内用薬 5200141C1039 六君子湯エキス １ｇ コタロー六君子湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 11.90
内用薬 5200141C1047 六君子湯エキス １ｇ 三和六君子湯エキス細粒 三和生薬 14.90
内用薬 5200141C1055 六君子湯エキス １ｇ 〔東洋〕六君子湯エキス細粒 東洋薬行 20.50
内用薬 5200141C1063 六君子湯エキス １ｇ クラシエ六君子湯エキス細粒 クラシエ製薬 21.90
内用薬 5200141D1026 六君子湯エキス １ｇ オースギ六君子湯エキスＧ 大杉製薬 15.40
内用薬 5200141D1034 六君子湯エキス １ｇ ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 21.00
内用薬 5200141D1042 六君子湯エキス １ｇ テイコク六君子湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 10.80
内用薬 5200141D1069 六君子湯エキス １ｇ 本草六君子湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 9.20
内用薬 5200141D1077 六君子湯エキス １ｇ マツウラ六君子湯エキス顆粒 松浦薬業 14.20
内用薬 5200142B1020 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散 太虎精堂製薬 6.20
内用薬 5200142C1025 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 7.80
内用薬 5200142C1033 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 三和竜胆瀉肝湯エキス細粒 三和生薬 7.60
内用薬 5200142C1041 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ ジュンコウ龍胆瀉肝湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 7.80

内用薬 5200142C1050 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス細粒 太虎精堂製薬 6.40
内用薬 5200142C1068 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 〔東洋〕龍胆瀉肝湯エキス細粒 東洋薬行 7.80
内用薬 5200142D1020 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ ＫＴＳ竜胆瀉肝湯エキス顆粒 建林松鶴堂 5.60
内用薬 5200142D1039 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.70
内用薬 5200142D1047 竜胆瀉肝湯エキス １ｇ ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 12.10

内用薬 5200143C1020 苓甘姜味辛夏仁湯エキス １ｇ コタロー苓甘姜味辛夏仁湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 17.50
内用薬 5200143D1025 苓甘姜味辛夏仁湯エキス １ｇ ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒

（医療用）
ツムラ 22.20

内用薬 5200144C1024 苓姜朮甘湯エキス １ｇ コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 10.70
内用薬 5200144C1032 苓姜朮甘湯エキス １ｇ 三和苓姜朮甘湯エキス細粒 三和生薬 14.00
内用薬 5200144D1020 苓姜朮甘湯エキス １ｇ ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 9.30

内用薬 5200144D1046 苓姜朮甘湯エキス １ｇ 本草苓姜朮甘湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 6.20
内用薬 5200145C1037 苓桂朮甘湯エキス １ｇ コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 8.70
内用薬 5200145C1045 苓桂朮甘湯エキス １ｇ 三和苓桂朮甘湯エキス細粒 三和生薬 11.60
内用薬 5200145C1053 苓桂朮甘湯エキス １ｇ ジュンコウ苓桂朮甘湯ＦＣエキス細粒

医療用
康和薬通 11.60

内用薬 5200145C1061 苓桂朮甘湯エキス １ｇ 〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒 東洋薬行 7.80
内用薬 5200145C1070 苓桂朮甘湯エキス １ｇ クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 クラシエ製薬 8.40
内用薬 5200145D1024 苓桂朮甘湯エキス １ｇ オースギ苓桂朮甘湯エキスＴＧ 常盤薬品工業 8.20
内用薬 5200145D1032 苓桂朮甘湯エキス １ｇ ＪＰＳ苓桂朮甘湯エキス顆粒〔調剤

用〕
ジェーピーエス製
薬

6.20

内用薬 5200145D1040 苓桂朮甘湯エキス １ｇ 太虎堂の苓桂朮甘湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 6.20
内用薬 5200145D1059 苓桂朮甘湯エキス １ｇ ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療

用）
ツムラ 7.60
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内用薬 5200145D1075 苓桂朮甘湯エキス １ｇ 本草苓桂朮甘湯エキス顆粒－Ｍ 本草製薬 5.00
内用薬 5200145D1083 苓桂朮甘湯エキス １ｇ マツウラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 松浦薬業 10.30
内用薬 5200146C1031 六味丸エキス １ｇ クラシエ六味丸料エキス細粒 クラシエ製薬 8.80
内用薬 5200146D1029 六味丸エキス １ｇ ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） ツムラ 9.20
内用薬 5200147C1028 六味地黄丸エキス １ｇ ジュンコウ六味地黄丸料ＦＣエキス細

粒医療用
康和薬通 10.60

内用薬 5200147C1036 六味地黄丸エキス １ｇ 〔東洋〕六味地黄丸料エキス細粒 東洋薬行 9.80
内用薬 5200148C1022 附子人参湯エキス １ｇ 三和附子理中湯エキス細粒 三和生薬 25.00
内用薬 5200149D1022 立効散エキス １ｇ ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） ツムラ 11.20
内用薬 5900001A1025 加工ブシ末 １ｇ 局 花扇加工ブシ末Ｋ 小西製薬 14.30
内用薬 5900001A1033 加工ブシ末 １ｇ 局 本草加工ブシ末 本草製薬 10.50
内用薬 5900001A1041 加工ブシ末 １ｇ 局 オースギ加工ブシ末 高砂薬業 11.20
内用薬 5900001F1022 加工ブシ末 １６６．６７ｍｇ１錠 アコニンサン錠 三和生薬 5.60
内用薬 5900001X1036 加工ブシ末 １ｇ 局 加工ブシ末「三和生薬」 三和生薬 12.60
内用薬 5900002A1020 炮ブシ １ｇ 局 小太郎漢方の炮附子末 小太郎漢方製薬 12.10
内用薬 5900003B1020 ヨクイニンエキス １ｇ ヨクイニンエキス散「コタロー」 小太郎漢方製薬 13.50
内用薬 5900003F1021 ヨクイニンエキス １錠 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 小太郎漢方製薬 5.50
内用薬 5900004A1037 修治ブシ １ｇ 局 マツウラの修治附子末（調剤用） 松浦薬業 12.60
内用薬 5900004A1053 修治ブシ １ｇ 局 ブシ末（調剤用）「ツムラ」 ツムラ 13.50
内用薬 6111002D1039 ベンジルペニシリンベン

ザチン
４０万単位１ｇ バイシリンＧ顆粒４０万単位 萬有製薬 31.00

内用薬 6112001M1031 塩酸クリンダマイシン ７５ｍｇ１カプセル 局 ダラシンカプセル７５ｍｇ ファイザー 17.90
内用薬 6112001M2038 塩酸クリンダマイシン １５０ｍｇ１カプセル 局 ダラシンカプセル１５０ｍｇ ファイザー 24.90
内用薬 6112003M1030 塩酸リンコマイシン ２５０ｍｇ１カプセル リンコシンカプセル２５０ｍｇ ファイザー 23.50
内用薬 6113001B1046 塩酸バンコマイシン ５００ｍｇ１瓶 塩酸バンコマイシン散０．５「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 1,990.50

内用薬 6113001B1070 塩酸バンコマイシン ５００ｍｇ１瓶 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 1,952.80

内用薬 6113001B1089 塩酸バンコマイシン ５００ｍｇ１瓶 ※ 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ（シオ
ノギ）

塩野義製薬 3,244.80

内用薬 6113001B1097 塩酸バンコマイシン ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 1,952.80

内用薬 6113001B1100 塩酸バンコマイシン ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 後発品 1,866.00

内用薬 6121001F1082 塩酸ピブメシリナム ５０ｍｇ１錠 メリシン錠５０ｍｇ 武田薬品工業 77.60
内用薬 6123003M1042 一硫酸カナマイシン ２５０ｍｇ１カプセル カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明

治」
明治製菓 42.30

内用薬 6123003Q1044 一硫酸カナマイシン ５０ｍｇ１ｍＬ カナマイシンシロップ５％「明治」 明治製菓 8.90
内用薬 6123003R1031 一硫酸カナマイシン ２００ｍｇ１ｇ カナマイシンドライシロップ２０％

「明治」
明治製菓 36.70

内用薬 6125001B1039 コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

２００万単位１ｇ コリマイシン散２００万単位／ｇ ポーラファルマ 45.80

内用薬 6125001D1030 コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

２００万単位１ｇ メタコリマイシン顆粒２００万単位／
ｇ

ポーラファルマ 44.60

内用薬 6125001M1030 コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

３００万単位１カプセ
ル

メタコリマイシンカプセル３００万単
位

ポーラファルマ 62.40

内用薬 6126001F1038 硫酸ポリミキシンＢ ２５万単位１錠 硫酸ポリミキシンＢ錠２５万単位
「ファイザー」

ファイザー 94.10

内用薬 6126001F2034 硫酸ポリミキシンＢ １００万単位１錠 硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位
「ファイザー」

ファイザー 318.40

内用薬 6129001M1020 セフチブテン １００ｍｇ１カプセル セフテムカプセル１００ｍｇ 塩野義製薬 111.70
内用薬 6129001M2027 セフチブテン ２００ｍｇ１カプセル セフテムカプセル２００ｍｇ 塩野義製薬 192.80
内用薬 6131001C1201 アモキシシリン １００ｍｇ１ｇ アモリン細粒１０％ 武田薬品工業 17.70
内用薬 6131001C1210 アモキシシリン １００ｍｇ１ｇ サワシリン細粒１０％ アステラス製薬 13.10
内用薬 6131001C1228 アモキシシリン １００ｍｇ１ｇ パセトシン細粒１０％ 協和発酵キリン 11.30
内用薬 6131001C2089 アモキシシリン ２００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒２００ 明治製菓 後発品 15.40
内用薬 6131001C2097 アモキシシリン ２００ｍｇ１ｇ アモキシシリン細粒２０％「タツミ」 辰巳化学 後発品 7.80
内用薬 6131001F2026 アモキシシリン ２５０ｍｇ１錠 サワシリン錠２５０ アステラス製薬 14.30
内用薬 6131001F2042 アモキシシリン ２５０ｍｇ１錠 パセトシン錠２５０ 協和発酵キリン 11.50
内用薬 6131001M1029 アモキシシリン １２５ｍｇ１カプセル アモリンカプセル１２５ 武田薬品工業 15.20
内用薬 6131001M1070 アモキシシリン １２５ｍｇ１カプセル パセトシンカプセル１２５ 協和発酵キリン 11.00
内用薬 6131001M2149 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモペニキシンカプセル２５０ ニプロファーマ 後発品 8.60
内用薬 6131001M2157 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル アモリンカプセル２５０ 武田薬品工業 19.00
内用薬 6131001M2211 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル セオキシリンカプセル２５０ 長生堂製薬 後発品 6.90
内用薬 6131001M2297 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ

「タツミ」
辰巳化学 後発品 6.90

内用薬 6131001M2300 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル サワシリンカプセル２５０ アステラス製薬 14.10
内用薬 6131001M2319 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル パセトシンカプセル２５０ 協和発酵キリン 11.10
内用薬 6131001M2327 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 6.90

内用薬 6131001M2335 アモキシシリン ２５０ｍｇ１カプセル 局 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 7.40

内用薬 6131002M1104 アンピシリン ２５０ｍｇ１カプセル ビクシリンカプセル 明治製菓 20.70
内用薬 6131002M1147 アンピシリン ２５０ｍｇ１カプセル ビクシリンカプセル２５０ｍｇ 明治製菓 20.70
内用薬 6131002R1098 アンピシリン １００ｍｇ１ｇ ビクシリンドライシロップ 明治製菓 13.40
内用薬 6131002R1110 アンピシリン １００ｍｇ１ｇ ビクシリンドライシロップ１０％ 明治製菓 13.40
内用薬 6131004D1049 塩酸バカンピシリン ２５０ｍｇ１ｇ ペングッド顆粒２５０ｍｇ 日医工 51.90
内用薬 6131004F2054 塩酸バカンピシリン ２５０ｍｇ１錠 ペングッド錠２５０ｍｇ 日医工 11.90
内用薬 6131005C1102 シクラシリン １００ｍｇ１ｇ バストシリン細粒１０％ 武田薬品工業 20.10
内用薬 6131005C2052 シクラシリン ２００ｍｇ１ｇ バストシリン細粒２０％ 武田薬品工業 31.90
内用薬 6131005M1116 シクラシリン ２５０ｍｇ１カプセル バストシリンカプセル２５０ 武田薬品工業 32.20
内用薬 6131008C1025 トシル酸スルタミシリン １００ｍｇ１ｇ ユナシン細粒小児用 ファイザー 64.00
内用薬 6131008C1033 トシル酸スルタミシリン １００ｍｇ１ｇ ユナシン細粒小児用１０％ ファイザー 64.00
内用薬 6131008F1021 トシル酸スルタミシリン ３７５ｍｇ１錠 ユナシン錠 ファイザー 61.90
内用薬 6131008F1030 トシル酸スルタミシリン ３７５ｍｇ１錠 ユナシン錠３７５ｍｇ ファイザー 61.90
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内用薬 6132001R1082 セファトリジンプロピレ
ングリコール

１００ｍｇ１ｇ セフラコールＤＳ１０％ 沢井製薬 後発品 17.70

内用薬 6132001R2054 セファトリジンプロピレ
ングリコール

２５０ｍｇ１ｇ パラントシンドライシロップ２５０ 東和薬品 後発品 28.50

内用薬 6132001R2070 セファトリジンプロピレ
ングリコール

２５０ｍｇ１ｇ セフラコールＤＳ２５％ 沢井製薬 後発品 31.10

内用薬 6132002E1034 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ Ｌ－ケフレックス小児用顆粒 塩野義製薬 70.80
内用薬 6132002E2022 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ Ｌ－キサール顆粒５００ ジェイドルフ製薬 後発品 35.40
内用薬 6132002E2030 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ Ｌ－ケフレックス顆粒 塩野義製薬 81.80
内用薬 6132002E2057 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ Ｌ－パシビドール顆粒「５００」 辰巳化学 後発品 24.90
内用薬 6132002E2146 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ セファレックスＳＲ顆粒５００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 23.70
内用薬 6132002E2154 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ セファレキシン顆粒５００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 23.70

内用薬 6132002F1030 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 シンクル錠２５０ 旭化成ファーマ 後発品 12.00
内用薬 6132002F1056 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 セファレキシン錠２５０「マルコ」 日医工ファーマ 後発品 11.20
内用薬 6132002F1080 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 ラリキシン錠２５０ｍｇ 富山化学工業 後発品 12.00
内用薬 6132002M1047 セファレキシン １２５ｍｇ１カプセル センセファリンカプセル１２５ 武田薬品工業 後発品 28.10
内用薬 6132002M2159 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル センセファリンカプセル２５０ 武田薬品工業 31.70
内用薬 6132002M2167 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル ラリキシンカプセル２５０ｍｇ 富山化学工業 後発品 11.50
内用薬 6132002M2175 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 局 セファレキシンカプセル２５０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 11.50

内用薬 6132002M2183 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル ケフレックスカプセル２５０ｍｇ 塩野義製薬 31.20
内用薬 6132002M2191 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル セファレキシンカプセル２５０ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 11.50

内用薬 6132002M2205 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル シンクルカプセル２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 11.50
内用薬 6132002R1141 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ ケフレックスシロップ用細粒１００ 塩野義製薬 24.00
内用薬 6132002R1150 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ センセファリンシロップ用細粒１０％ 武田薬品工業 後発品 17.20
内用薬 6132002R1168 セファレキシン １００ｍｇ１ｇ ラリキシンドライシロップ小児用１

０％
富山化学工業 後発品 9.10

内用薬 6132002R2032 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ ケフレックスシロップ用細粒２００ 塩野義製薬 38.10
内用薬 6132002R2083 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ センセファリンシロップ用細粒２０％ 武田薬品工業 後発品 28.00
内用薬 6132002R2130 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ ラリキシンドライシロップ小児用２

０％
富山化学工業 後発品 12.30

内用薬 6132002R4086 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ オーレキシンドライシロップ５０％小
児用

日医工ファーマ 後発品 23.90

内用薬 6132005C1029 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 アレンフラール細粒小児用１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 16.50
内用薬 6132005C1037 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 クリレール細粒小児用「１００」 辰巳化学 後発品 14.30
内用薬 6132005C1053 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 ケフラール細粒小児用１００ｍｇ 塩野義製薬 46.80
内用薬 6132005C1193 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 セクロダン細粒小児用１００ 大洋薬品工業 後発品 16.50
内用薬 6132005C1207 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 セファクロル細粒１０％「マルコ」 日医工ファーマ 後発品 11.10
内用薬 6132005C1215 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 ケフポリン細粒１０％ 沢井製薬 後発品 17.60
内用薬 6132005C1223 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 局 エリカナール細粒小児用１０％ 東和薬品 後発品 14.30
内用薬 6132005C2025 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ 局 セクロダン細粒２００ 大洋薬品工業 後発品 30.40
内用薬 6132005C2092 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ 局 セファクロル細粒２０％「マルコ」 日医工ファーマ 後発品 21.00
内用薬 6132005E1020 セファクロル ３７５ｍｇ１包 局 Ｌ－ケフラール顆粒 塩野義製薬 104.30
内用薬 6132005E1038 セファクロル ３７５ｍｇ１包 局 エリカナールＬ顆粒 東和薬品 後発品 48.30
内用薬 6132005E1046 セファクロル ３７５ｍｇ１包 局 エリカナールＬ顆粒３７５ｍｇ 東和薬品 後発品 48.30
内用薬 6132005M1024 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 アレンフラールカプセル２５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 22.70
内用薬 6132005M1032 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 クリレールカプセル「２５０」 辰巳化学 後発品 22.70
内用薬 6132005M1040 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ケフポリンカプセル２５０ 沢井製薬 後発品 24.90
内用薬 6132005M1059 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ケフラールカプセル２５０ｍｇ 塩野義製薬 57.00
内用薬 6132005M1067 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ザルツクラールカプセル２５０ シオノケミカル 後発品 28.40
内用薬 6132005M1075 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 セクロダンカプセル２５０ 大洋薬品工業 後発品 24.30
内用薬 6132005M1148 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 エリカナールカプセル２５０ 東和薬品 後発品 24.30
内用薬 6132005M1199 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 シーシーエルカプセル２５０ｍｇ 日医工 後発品 24.30
内用薬 6132005M1202 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 局 トキクロルカプセル２５０ｍｇ イセイ 後発品 24.90
内用薬 6132005N1038 セファクロル １８７．５ｍｇ１カプ

セル
Ｌ－シーシーエルカプセル 日医工 後発品 24.90

内用薬 6132006R1093 セフロキサジン １００ｍｇ１ｇ オラスポア小児用ドライシロップ１
０％

アルフレッサ
ファーマ

32.00

内用薬 6132006R1107 セフロキサジン １００ｍｇ１ｇ セフロキサジンドライシロップ１０％
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 19.70

内用薬 6132007M1058 セファドロキシル ２５０ｍｇ１カプセル 局 ドルセファンカプセル２５０ 東和薬品 後発品 14.70
内用薬 6132007R1047 セファドロキシル １００ｍｇ１ｇ 局 ドルセファンドライシロップ１００ 東和薬品 後発品 12.50
内用薬 6132007R2035 セファドロキシル ２００ｍｇ１ｇ 局 サリスロンドライシロップ「２００」 辰巳化学 後発品 20.00
内用薬 6132007R2051 セファドロキシル ２００ｍｇ１ｇ 局 ドルセファンドライシロップ２００ 東和薬品 後発品 21.70
内用薬 6132008C1022 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セフスパン細粒５０ｍｇ アステラス製薬 77.90
内用薬 6132008C1030 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セキスパノン細粒５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 38.70
内用薬 6132008C1049 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セフィーナ細粒５０ 大洋薬品工業 後発品 33.60
内用薬 6132008C1057 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セキシム細粒５０ｍｇ 東和薬品 後発品 40.10
内用薬 6132008C1065 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セフパ細粒５０ｍｇ 日医工 後発品 33.60
内用薬 6132008C2029 セフィキシム １００ｍｇ１ｇ セフィーナ細粒１００ 大洋薬品工業 後発品 62.20
内用薬 6132008M1028 セフィキシム ５０ｍｇ１カプセル セフスパンカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 67.10
内用薬 6132008M2024 セフィキシム １００ｍｇ１カプセル セフスパンカプセル１００ｍｇ アステラス製薬 75.00
内用薬 6132008M2032 セフィキシム １００ｍｇ１カプセル セフィーナカプセル１００ 大洋薬品工業 後発品 35.20
内用薬 6132009C1035 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セトラート細粒小児用１０％ 沢井製薬 後発品 75.10
内用薬 6132009C1051 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 テラセフロン細粒１００ｍｇ小児用 日医工 後発品 66.50
内用薬 6132009C1060 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 テラミロン細粒小児用１０％ 東和薬品 後発品 68.30
内用薬 6132009C1078 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 ボキシロン細粒小児用１０％ 長生堂製薬 後発品 54.30
内用薬 6132009C1086 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 トミロン細粒小児用１０％ 富山化学工業 113.80
内用薬 6132009C1094 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 ソマトロン細粒小児用１００ 大洋薬品工業 後発品 50.90
内用薬 6132009F1023 セフテラムピボキシル ５０ｍｇ１錠 トミロン錠５０ 富山化学工業 35.90
内用薬 6132009F2020 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１錠 トミロン錠１００ 富山化学工業 42.60
内用薬 6132009F2038 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１錠 セトラート錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 33.20
内用薬 6132009F2046 セフテラムピボキシル １００ｍｇ１錠 ボキシロン錠１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 33.20
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内用薬 6132010F1034 セフロキシムアキセチル ２５０ｍｇ１錠 オラセフ錠２５０ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

61.90

内用薬 6132011F1039 セフポドキシムプロキセ
チル

１００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００
ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 48.50

内用薬 6132011F1047 セフポドキシムプロキセ
チル

１００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００
「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 42.10

内用薬 6132011F1055 セフポドキシムプロキセ
チル

１００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００
ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 48.50

内用薬 6132011F1063 セフポドキシムプロキセ
チル

１００ｍｇ１錠 セポキシム錠１００ｍｇ 東和薬品 後発品 54.00

内用薬 6132011F1071 セフポドキシムプロキセ
チル

１００ｍｇ１錠 バナセファン錠１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 54.00

内用薬 6132011F1080 セフポドキシムプロキセ
チル

１００ｍｇ１錠 バナン錠１００ｍｇ 第一三共 82.90

内用薬 6132011F1098 セフポドキシムプロキセ
チル

１００ｍｇ１錠 セフポドキシムプロキセチル錠１００
ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 後発品 48.50

内用薬 6132011R1035 セフポドキシムプロキセ
チル

５０ｍｇ１ｇ セフポドキシムプロキセチルＤＳ５％
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 47.50

内用薬 6132011R1043 セフポドキシムプロキセ
チル

５０ｍｇ１ｇ セフポドキシムプロキセチルドライシ
ロップ５％「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 47.50

内用薬 6132011R1051 セフポドキシムプロキセ
チル

５０ｍｇ１ｇ セポキシムドライシロップ小児用５％ 東和薬品 後発品 55.60

内用薬 6132011R1060 セフポドキシムプロキセ
チル

５０ｍｇ１ｇ バナセファンＤＳ５％ 沢井製薬 後発品 55.60

内用薬 6132011R1078 セフポドキシムプロキセ
チル

５０ｍｇ１ｇ バナンドライシロップ５％ 第一三共 82.00

内用薬 6132012F1025 塩酸セフォチアムヘキセ
チル

１００ｍｇ１錠 パンスポリンＴ錠１００ 武田薬品工業 45.00

内用薬 6132012F2021 塩酸セフォチアムヘキセ
チル

２００ｍｇ１錠 パンスポリンＴ錠２００ 武田薬品工業 65.00

内用薬 6132013C1031 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフゾン細粒小児用１０％ アステラス製薬 129.60
内用薬 6132013C1040 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 84.40

内用薬 6132013C1058 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 後発品 90.00
内用薬 6132013C1066 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 78.00
内用薬 6132013C1074 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用１０％「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 87.40

内用薬 6132013C1082 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「日医
工」

日医工 後発品 87.40
内用薬 6132013C1090 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 83.00

内用薬 6132013C1104 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル小児用細粒１０％「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 78.00
内用薬 6132013C1112 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒１０％小児用「ＴＹ

Ｋ」
大正薬品工業 後発品 87.40

内用薬 6132013C1120 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局 セフニール細粒小児用１０％ 東和薬品 後発品 90.00
内用薬 6132013C2020 セフジニル ２００ｍｇ１ｇ 局 セフジニル細粒小児用２０％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 168.60

内用薬 6132013F1020 セフジニル ５０ｍｇ１錠 セフジニル錠５０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 41.30
内用薬 6132013F1038 セフジニル ５０ｍｇ１錠 セフジニル錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 41.30
内用薬 6132013F2026 セフジニル １００ｍｇ１錠 セフジニル錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 48.40
内用薬 6132013F2034 セフジニル １００ｍｇ１錠 セフジニル錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 48.40
内用薬 6132013M1029 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフゾンカプセル５０ｍｇ アステラス製薬 59.30
内用薬 6132013M1037 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 42.80

内用薬 6132013M1045 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフニールカプセル５０ｍｇ 東和薬品 後発品 42.10
内用薬 6132013M1053 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬 後発品 42.10
内用薬 6132013M1061 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 38.30

内用薬 6132013M1070 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 42.10
内用薬 6132013M1088 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 42.80
内用薬 6132013M1096 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 42.80

内用薬 6132013M1100 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 局 シオジニルカプセル５０ｍｇ シオノケミカル 後発品 42.10
内用薬 6132013M2025 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフゾンカプセル１００ｍｇ アステラス製薬 70.60
内用薬 6132013M2050 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「マイ

ラン」
マイラン製薬 後発品 48.40

内用薬 6132013M2068 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフニールカプセル１００ｍｇ 東和薬品 後発品 48.40
内用薬 6132013M2076 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
長生堂製薬 後発品 48.40

内用薬 6132013M2084 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 後発品 46.40

内用薬 6132013M2092 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 46.40

内用薬 6132013M2106 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 43.50
内用薬 6132013M2114 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 49.90

内用薬 6132013M2122 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 局 シオジニルカプセル１００ シオノケミカル 後発品 47.20
内用薬 6132015C1049 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル小児用細粒１

０％「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 110.30

内用薬 6132015C1057 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル小児用細粒１
０％「ＥＭＥＣ」

メディサ新薬 後発品 173.20

内用薬 6132015C1065 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル小児用細粒１
０％「サワイ」

沢井製薬 後発品 154.00

内用薬 6132015C1073 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル小児用細粒１
０％「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 131.60

内用薬 6132015C1081 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル細粒小児用１
０％「トーワ」

東和薬品 後発品 168.00

内用薬 6132015C1090 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 セフジトレンピボキシル細粒１０％小
児用「日医工」

日医工 後発品 154.00

内用薬 6132015C1103 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１ｇ 局 メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ 明治製菓 243.40
内用薬 6132015F1037 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１錠 局 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ 明治製菓 64.10
内用薬 6132015F1045 セフジトレンピボキシル １００ｍｇ１錠 局 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ

「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 50.60
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