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内用薬 7213012D1029 炭酸水素ナトリウム・酒
石酸

１ｇ バルギン発泡顆粒 共成製薬 後発品 12.30

内用薬 7213013D1023 炭酸水素ナトリウム・酒
石酸

１ｇ バロス発泡顆粒 堀井薬品工業 16.00

内用薬 7213014D1028 炭酸水素ナトリウム・酒
石酸

１ｇ バロス発泡顆粒－Ｓ 堀井薬品工業 後発品 17.20

内用薬 7213016D1027 炭酸水素ナトリウム・酒
石酸

１ｇ バリエース発泡顆粒 伏見製薬所 後発品 12.40

内用薬 7213017D1030 炭酸水素ナトリウム・酒
石酸

１ｇ バックス発泡顆粒 共成製薬 後発品 12.10

内用薬 7213018B1025 クエン酸マグネシウム １ｇ テクトロール散 大洋薬品工業 後発品 6.20
内用薬 7213018S1025 クエン酸マグネシウム １ｇ マグコロールＰ 堀井薬品工業 8.20
内用薬 7223001M1035 メチラポン ２５０ｍｇ１カプセル メトピロンカプセル２５０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
160.00

内用薬 7229001S1020 ベンチロミド ５％１０ｍＬ１管 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液 サンノーバ 975.20
内用薬 7229001S1038 ベンチロミド ５％１０ｍＬ１管 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５０

０ｍｇ
サンノーバ 975.20

内用薬 7290001S1037 デンプン部分加水分解物 １５０ｍＬ１瓶 トレーランＧ液５０ｇ 味の素 140.80
内用薬 7290003S1044 デンプン部分加水分解物 ２２５ｍＬ１瓶 トレーランＧ液７５ｇ 味の素 201.30
内用薬 7290004B1030 クエン酸鉄アンモニウム ６００ｍｇ１包 フェリセルツ散２０％ 大塚製薬 973.80
内用薬 7290005D1028 尿素（１３Ｃ） １００ｍｇ１包 ユービット顆粒分包１００ｍｇ 大塚製薬 3,138.60
内用薬 7290005F1029 尿素（１３Ｃ） １００ｍｇ１錠 ピロニック錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 2,971.20
内用薬 7290005F1037 尿素（１３Ｃ） １００ｍｇ１錠 ユービット錠１００ｍｇ 大塚製薬 3,104.00
内用薬 7290006S1021 塩化マンガン四水和物 １０ｍｇ２５０ｍＬ１

袋
ボースデル内用液１０ 明治乳業 1,260.60

内用薬 7319001X1018 安息香酸 １０ｇ 局 安息香酸 17.50
内用薬 7319002X1012 安息香酸ナトリウム １０ｇ 局 安息香酸ナトリウム 24.60
内用薬 7990001S2015 Ｄ－ソルビトール ６５％１０ｍＬ 局 Ｄ－ソルビトール液 11.50
内用薬 7990001S3011 Ｄ－ソルビトール ７５％１０ｍＬ 局 Ｄ－ソルビトール液 12.60
内用薬 7990001X1016 Ｄ－ソルビトール １０ｇ 局 Ｄ－ソルビトール 15.90
内用薬 7990002B2028 プロナーゼ ２０，０００単位 ガスチーム 日医工ファーマ 121.00
内用薬 7990002B2036 プロナーゼ ２０，０００単位 プロナーゼＭＳ 科研製薬 140.80
内用薬 7990003F1028 バレニクリン酒石酸塩 ０．５ｍｇ１錠 チャンピックス錠０．５ｍｇ ファイザー 132.60
内用薬 7990003F2024 バレニクリン酒石酸塩 １ｍｇ１錠 チャンピックス錠１ｍｇ ファイザー 237.40
内用薬 7990100A1033 ナトリウム・カリウム配

合剤
１袋 スクリット 大洋薬品工業 後発品 651.10

内用薬 7990100A1041 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 オーペグ 日医工ファーマ 後発品 597.60

内用薬 7990100A1050 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ニフプラス 大原薬品工業 後発品 668.70

内用薬 7990100A1068 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ムーベン 日本製薬 後発品 806.60

内用薬 7990100A1076 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ニフレック内用 味の素 1,257.00

内用薬 7990100A1084 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ロレナック シオノケミカル 後発品 557.20

内用薬 7990100A1092 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 スクリット配合内用剤 大洋薬品工業 後発品 651.10

内用薬 7990100A1106 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ニフレック配合内用剤 味の素 1,257.00

内用薬 7990100A1114 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ムーベン配合内用剤 日本製薬 後発品 806.60

内用薬 7990100A1122 ナトリウム・カリウム配
合剤

１袋 ロレナック配合内用剤 シオノケミカル 後発品 557.20

内用薬 7990101F1027 リン酸二水素ナトリウム
一水和物・無水リン酸水
素二ナトリウム

１錠 ビジクリア錠 ゼリア新薬工業 54.80

内用薬 7990101F1035 リン酸二水素ナトリウム
一水和物・無水リン酸水
素二ナトリウム

１錠 ビジクリア配合錠 ゼリア新薬工業 54.80

内用薬 8112001A1018 アヘン １ｇ 局 麻 アヘン末 1,080.50
内用薬 8112001B1013 アヘン １０％１ｇ 局 麻 アヘン散 260.00
内用薬 8113001S1010 アヘンチンキ １０％１ｍＬ 局 麻 アヘンチンキ 194.20
内用薬 8114001X1015 塩酸アヘンアルカロイド １ｇ 局 麻 塩酸アヘンアルカロイド 1,319.60
内用薬 8114002X1010 塩酸エチルモルヒネ １ｇ 局 麻 塩酸エチルモルヒネ 8,145.10
内用薬 8114003F1019 塩酸モルヒネ １０ｍｇ１錠 局 麻 塩酸モルヒネ錠 128.30
内用薬 8114003X1014 塩酸モルヒネ １ｇ 局 麻 塩酸モルヒネ 2,226.00
内用薬 8114004C1025 硫酸モルヒネ ２％１ｇ 麻 モルペス細粒２％ 藤本製薬 後発品 412.90
内用薬 8114004C2021 硫酸モルヒネ ６％１ｇ 麻 モルペス細粒６％ 藤本製薬 後発品 1,129.00
内用薬 8114004D1039 硫酸モルヒネ ３０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒３０ｍｇ 大日本住友製薬 771.40
内用薬 8114004D2035 硫酸モルヒネ ６０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒６０ｍｇ 大日本住友製薬 1,450.60
内用薬 8114004D3031 硫酸モルヒネ １２０ｍｇ１包 麻 カディアンスティック粒１２０ｍｇ 大日本住友製薬 2,454.70
内用薬 8114004F1021 硫酸モルヒネ ２０ｍｇ１錠 麻 ピーガード錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬工場 528.80
内用薬 8114004F2028 硫酸モルヒネ ３０ｍｇ１錠 麻 ピーガード錠３０ｍｇ 田辺三菱製薬工場 767.90
内用薬 8114004F3024 硫酸モルヒネ ６０ｍｇ１錠 麻 ピーガード錠６０ｍｇ 田辺三菱製薬工場 1,386.70
内用薬 8114004F4020 硫酸モルヒネ １２０ｍｇ１錠 麻 ピーガード錠１２０ｍｇ 田辺三菱製薬工場 2,593.00
内用薬 8114004G1027 硫酸モルヒネ １０ｍｇ１錠 麻 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ 塩野義製薬 247.90
内用薬 8114004G2023 硫酸モルヒネ ３０ｍｇ１錠 麻 ＭＳコンチン錠３０ｍｇ 塩野義製薬 725.10
内用薬 8114004G3020 硫酸モルヒネ ６０ｍｇ１錠 麻 ＭＳコンチン錠６０ｍｇ 塩野義製薬 1,328.10
内用薬 8114004N1026 硫酸モルヒネ ２０ｍｇ１カプセル 麻 カディアンカプセル２０ｍｇ 大日本住友製薬 536.10
内用薬 8114004N2022 硫酸モルヒネ ３０ｍｇ１カプセル 麻 カディアンカプセル３０ｍｇ 大日本住友製薬 764.00
内用薬 8114004N3029 硫酸モルヒネ ６０ｍｇ１カプセル 麻 カディアンカプセル６０ｍｇ 大日本住友製薬 1,440.80
内用薬 8114004N4025 硫酸モルヒネ １０ｍｇ１カプセル 麻 ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ 帝國製薬 後発品 209.20
内用薬 8114004N5021 硫酸モルヒネ ３０ｍｇ１カプセル 麻 ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ 帝國製薬 後発品 567.90
内用薬 8114004N6028 硫酸モルヒネ ６０ｍｇ１カプセル 麻 ＭＳツワイスロンカプセル６０ｍｇ 帝國製薬 後発品 1,056.60
内用薬 8114005N1020 塩酸モルヒネ ３０ｍｇ１カプセル 麻 パシーフカプセル３０ｍｇ 武田薬品工業 801.10
内用薬 8114005N2027 塩酸モルヒネ ６０ｍｇ１カプセル 麻 パシーフカプセル６０ｍｇ 武田薬品工業 1,483.10
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内用薬 8114005N3023 塩酸モルヒネ １２０ｍｇ１カプセル 麻 パシーフカプセル１２０ｍｇ 武田薬品工業 2,774.90
内用薬 8114005S1024 塩酸モルヒネ ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 麻 オプソ内服液５ｍｇ 大日本住友製薬 122.40
内用薬 8114005S2020 塩酸モルヒネ １０ｍｇ５ｍＬ１包 麻 オプソ内服液１０ｍｇ 大日本住友製薬 227.40
内用薬 8115001F1017 リン酸コデイン ２０ｍｇ１錠 局 麻 リン酸コデイン錠 78.30
内用薬 8115001X1012 リン酸コデイン １ｇ 局 麻 リン酸コデイン 1,194.80
内用薬 8115002B2016 リン酸コデイン １０％１ｇ 局 麻 リン酸コデイン散１０％ 146.50
内用薬 8115003X1011 リン酸ジヒドロコデイン １ｇ 局 麻 リン酸ジヒドロコデイン 1,161.10
内用薬 8115004B2015 リン酸ジヒドロコデイン １０％１ｇ 局 麻 リン酸ジヒドロコデイン散１０％ 152.00
内用薬 8119001F1032 オキシメテバノール ２ｍｇ１錠 麻 メテバニール錠２ｍｇ 第一三共プロ

ファーマ
105.50

内用薬 8119002B1027 塩酸オキシコドン ０．５％１ｇ 麻 オキノーム散０．５％ 塩野義製薬 130.40
内用薬 8119002G1024 塩酸オキシコドン ５ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠５ｍｇ 塩野義製薬 149.60
内用薬 8119002G2020 塩酸オキシコドン １０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠１０ｍｇ 塩野義製薬 279.20
内用薬 8119002G3027 塩酸オキシコドン ２０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠２０ｍｇ 塩野義製薬 523.00
内用薬 8119002G4023 塩酸オキシコドン ４０ｍｇ１錠 麻 オキシコンチン錠４０ｍｇ 塩野義製薬 965.20
内用薬 8119100B1018 アヘン・トコン １ｇ 局 麻 アヘン・トコン散 278.30
内用薬 8211001X1019 塩酸ペチジン １ｇ 局 麻 塩酸ペチジン 4,062.50
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