
分類 薬剤名称 ＹＪコード
内服 【般】エスタゾラム錠1mg 1124001F1ZZZ
内服 【般】エスタゾラム錠2mg 1124001F2ZZZ
内服 【般】ニトラゼパム細粒1% 1124003C1ZZZ
内服 【般】ニトラゼパム錠10mg 1124003F3ZZZ
内服 【般】トリアゾラム錠0.25mg 1124007F2ZZZ
内服 【般】フルニトラゼパム錠2mg 1124008F2ZZZ
内服 【般】ブロチゾラム錠0.25mg 1124009F1ZZZ
内服 【般】ジアゼパム散1% 1124017B1ZZZ
内服 【般】ジアゼパム錠2mg 1124017F2ZZZ
内服 【般】ジアゼパム錠5mg 1124017F4ZZZ
内服 【般】ジアゼパム錠10mg 1124017F5ZZZ
内服 【般】ブロマゼパム細粒1% 1124020C1ZZZ
内服 【般】ブロマゼパム錠2mg 1124020F2ZZZ
内服 【般】ブロマゼパム錠5mg 1124020F4ZZZ
内服 【般】ロラゼパム錠1mg 1124022F2ZZZ
内服 【般】アルプラゾラム錠0.8mg 1124023F2ZZZ
内服 【般】トフィソパム細粒10% 1124026C1ZZZ
内服 【般】トフィソパム錠50mg 1124026F1ZZZ
内服 【般】ロフラゼプ酸エチル錠2mg 1124029F2ZZZ
内服 【般】クアゼパム錠15mg 1124030F1ZZZ
内服 【般】クアゼパム錠20mg 1124030F2ZZZ
内服 【般】リルマザホン塩酸塩錠1mg 1129006F1ZZZ
内服 【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg 1129006F2ZZZ
内服 【般】ゾピクロン錠7.5mg 1129007F1ZZZ
内服 【般】ゾピクロン錠10mg 1129007F2ZZZ
内服 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg 1129008F1ZZZ
内服 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg 1129008F2ZZZ
内服 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠20mg 1129008F3ZZZ
内服 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 1129009F1ZZZ
内服 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 1129009F2ZZZ
内服 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg 1129009F4ZZZ
内服 【般】カルバマゼピン細粒50% 1139002C1ZZZ
内服 【般】カルバマゼピン錠200mg 1139002F1ZZZ
内服 【般】バルプロ酸Na細粒40% 1139004C2ZZZ
内服 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40% 1139004D1ZZZ
内服 【般】バルプロ酸Ｎａ錠100mg 1139004F1ZZZ
内服 【般】バルプロ酸Ｎａ錠200mg 1139004F2ZZZ
内服 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg 1139004G1ZZZ
内服 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠200mg 1139004G2ZZZ
内服 【般】バルプロ酸Ｎａシロップ5% 1139004Q1ZZZ
内服 【般】ゾニサミド散20% 1139005B1ZZZ
内服 【般】ゾニサミド錠100mg 1139005F1ZZZ
内服 【般】トピラマート錠50mg 1139008F1ZZZ
内服 【般】トピラマート錠100mg 1139008F2ZZZ
内服 【般】トピラマート錠25mg 1139008F3ZZZ
内服 【般】メフェナム酸錠250mg 1141005F1ZZZ
内服 【般】アスピリン330mg･ダイアルミネート配合錠 1143010F2ZZZ
内服 【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg 1147002N1ZZZ
内服 【般】イブプロフェン錠100mg 1149001F1ZZZ
内服 【般】イブプロフェン錠200mg 1149001F2ZZZ
内服 【般】ロキソプロフェンNa細粒10% 1149019C1ZZZ
内服 【般】ザルトプロフェン錠80mg 1149029F1ZZZ
内服 【般】アンピロキシカムカプセル13.5mg 1149030M1ZZZ
内服 【般】アンピロキシカムカプセル27mg 1149030M2ZZZ
内服 【般】アクタリット錠100mg 1149031F1ZZZ
内服 【般】エトドラク錠100mg 1149032F1ZZZ
内服 【般】エトドラク錠200mg 1149032F2ZZZ
内服 【般】メロキシカム錠10mg 1149035F2ZZZ



内服 【般】アマンタジン塩酸塩細粒10% 1161001C1ZZZ
内服 【般】アマンタジン塩酸塩錠100mg 1161001F2ZZZ
内服 【般】ビペリデン塩酸塩細粒1% 1162001C1ZZZ
内服 【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg 1169005F1ZZZ
内服 【般】ドロキシドパ細粒20% 1169006C1ZZZ
内服 【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg 1169006F1ZZZ
内服 【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠200mg 1169006F2ZZZ
内服 【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μg 1169008F2ZZZ
内服 【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg 1169010F2ZZZ
内服 【般】カベルゴリン錠0.25mg 1169011F1ZZZ
内服 【般】カベルゴリン錠1mg 1169011F2ZZZ
内服 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 1169101F1ZZZ
内服 【般】レボドパ250mg・カルビドパ配合錠 1169101F2ZZZ
内服 【般】レボドパ50mg・カルビドパ配合錠 1169101F3ZZZ
内服 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩細粒10% 1172014C1ZZZ
内服 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠50mg 1172014F3ZZZ
内服 【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg 1179008F1ZZZ
内服 【般】クロチアゼパム錠10mg 1179012F2ZZZ
内服 【般】スルピリド錠100mg 1179016F1ZZZ
内服 【般】スルピリド錠200mg 1179016F2ZZZ
内服 【般】炭酸リチウム錠100mg 1179017F1ZZZ
内服 【般】炭酸リチウム錠200mg 1179017F2ZZZ
内服 【般】ハロペリドール細粒1% 1179020C1ZZZ
内服 【般】ハロペリドール錠0.75mg 1179020F1ZZZ
内服 【般】ハロペリドール錠1mg 1179020F2ZZZ
内服 【般】ハロペリドール錠1.5mg 1179020F3ZZZ
内服 【般】ハロペリドール錠3mg 1179020F5ZZZ
内服 【般】エチゾラム細粒1% 1179025C1ZZZ
内服 【般】エチゾラム錠1mg 1179025F2ZZZ
内服 【般】エチゾラム錠0.25mg 1179025F3ZZZ
内服 【般】ブロムペリドール細粒1% 1179028C1ZZZ
内服 【般】ブロムペリドール錠1mg 1179028F1ZZZ
内服 【般】ブロムペリドール錠3mg 1179028F2ZZZ
内服 【般】ブロムペリドール錠6mg 1179028F3ZZZ
内服 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg 1179034F1ZZZ
内服 【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg 1179037F2ZZZ
内服 【般】リスペリドン細粒1% 1179038C1ZZZ
内服 【般】リスペリドン錠2mg 1179038F2ZZZ
内服 【般】リスペリドン錠3mg 1179038F3ZZZ
内服 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg 1179038F5ZZZ
内服 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠2mg 1179038F6ZZZ
内服 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠0.5mg 1179038F7ZZZ
内服 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg 1179039F1ZZZ
内服 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg 1179039F2ZZZ
内服 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg 1179039F3ZZZ
内服 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg 1179040F1ZZZ
内服 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg 1179040F2ZZZ
内服 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg 1179040F3ZZZ
内服 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠50mg 1179040F4ZZZ
内服 【般】パロキセチン錠20mg 1179041F2ZZZ
内服 【般】パロキセチン錠5mg 1179041F3ZZZ
内服 【般】クエチアピン細粒50% 1179042C1ZZZ
内服 【般】クエチアピン錠100mg 1179042F2ZZZ
内服 【般】クエチアピン錠200mg 1179042F3ZZZ
内服 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg 1179043F1ZZZ
内服 【般】ペロスピロン塩酸塩錠8mg 1179043F2ZZZ
内服 【般】ペロスピロン塩酸塩錠16mg 1179043F3ZZZ
内服 【般】セルトラリン錠25mg 1179046F1ZZZ
内服 【般】セルトラリン錠50mg 1179046F2ZZZ



内服 【般】セルトラリン錠100mg 1179046F3ZZZ
内服 【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤 1g/P 1180107D1ZZZ
内服 【般】チアプリド塩酸塩細粒10% 1190004C1ZZZ
内服 【般】チアプリド塩酸塩錠25mg 1190004F1ZZZ
内服 【般】チアプリド塩酸塩錠50mg 1190004F2ZZZ
内服 【般】リルゾール錠50mg 1190011F1ZZZ
内服 【般】ドネペジル塩酸塩錠3mg 1190012F1ZZZ
内服 【般】ドネペジル塩酸塩錠5mg 1190012F2ZZZ
内服 【般】ドネペジル塩酸塩錠10mg 1190012F5ZZZ
内服 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg 1190012F6ZZZ
内服 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg 1225001F1ZZZ
内服 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg 1225001F2ZZZ
内服 【般】エペリゾン塩酸塩顆粒10% 1249009D1ZZZ
内服 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg 1249009F1ZZZ
内服 【般】チザニジン顆粒0.2% 1249010D1ZZZ
内服 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg 1339005F2ZZZ
内服 【般】メチルジゴキシン錠0.1mg 2113005F1ZZZ
内服 【般】ユビデカレノン顆粒1% 2119003D1ZZZ
内服 【般】ユビデカレノン錠5mg 2119003F1ZZZ
内服 【般】ユビデカレノン錠10mg 2119003F2ZZZ
内服 【般】デノパミン錠5mg 2119004F1ZZZ
内服 【般】デノパミン錠10mg 2119004F2ZZZ
内服 【般】アテノロール錠25mg 2123011F1ZZZ
内服 【般】アテノロール錠50mg 2123011F2ZZZ
内服 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg 2123014F1ZZZ
内服 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg 2123014F2ZZZ
内服 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg 2123016F1ZZZ
内服 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg 2123016F3ZZZ
内服 【般】ジソピラミドカプセル50mg(=ﾘｽﾓﾀﾞﾝ) 2129002M1ZZZ
内服 【般】ジソピラミドカプセル100mg 2129002M2ZZZ
内服 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg 2129003M1ZZZ
内服 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg 2129003M2ZZZ
内服 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg 2129004M1ZZZ
内服 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg 2129004M2ZZZ
内服 【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg 2129006F1ZZZ
内服 【般】プロパフェノン塩酸塩錠100mg 2129006F2ZZZ
内服 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg 2129007F2ZZZ
内服 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg 2129008M2ZZZ
内服 【般】トリクロルメチアジド錠2mg 2132003F1ZZZ
内服 【般】スピロノラクトン細粒10% 2133001C1ZZZ
内服 【般】スピロノラクトン錠50mg 2133001F2ZZZ
内服 【般】メフルシド錠25mg 2135001F1ZZZ
内服 【般】フロセミド細粒4% 2139005C1ZZZ
内服 【般】フロセミド錠20mg 2139005F1ZZZ
内服 【般】フロセミド錠40mg 2139005F2ZZZ
内服 【般】アゾセミド錠60mg 2139008F1ZZZ
内服 【般】アゾセミド錠30mg 2139008F2ZZZ
内服 【般】カプトプリル細粒5% 2144001C1ZZZ
内服 【般】カプトプリル錠25mg 2144001F2ZZZ
内服 【般】カプトプリル徐放カプセル18.75mg 2144001N1ZZZ
内服 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg 2144002F1ZZZ
内服 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg 2144002F2ZZZ
内服 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10mg 2144002F3ZZZ
内服 【般】アラセプリル錠12.5mg 2144003F1ZZZ
内服 【般】アラセプリル錠25mg 2144003F2ZZZ
内服 【般】アラセプリル錠50mg 2144003F3ZZZ
内服 【般】シラザプリル錠0.25mg 2144005F1ZZZ
内服 【般】シラザプリル錠0.5mg 2144005F2ZZZ
内服 【般】シラザプリル錠1mg 2144005F3ZZZ



内服 【般】リシノプリル錠5mg 2144006F1ZZZ
内服 【般】リシノプリル錠10mg 2144006F2ZZZ
内服 【般】リシノプリル錠20mg 2144006F3ZZZ
内服 【般】ベナゼプリル塩酸塩錠2.5mg 2144007F1ZZZ
内服 【般】ベナゼプリル塩酸塩錠5mg 2144007F2ZZZ
内服 【般】ベナゼプリル塩酸塩錠10mg 2144007F3ZZZ
内服 【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg 2144008F1ZZZ
内服 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg 2144008F2ZZZ
内服 【般】イミダプリル塩酸塩錠10mg 2144008F3ZZZ
内服 【般】テモカプリル塩酸塩錠1mg 2144009F1ZZZ
内服 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg 2144009F2ZZZ
内服 【般】テモカプリル塩酸塩錠4mg 2144009F3ZZZ
内服 【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg 2144012F1ZZZ
内服 【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg 2144012F2ZZZ
内服 【般】プラゾシン塩酸塩錠0.5mg 2149002F1ZZZ
内服 【般】プラゾシン塩酸塩錠1mg 2149002F2ZZZ
内服 【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg 2149010F1ZZZ
内服 【般】メトプロロール酒石酸塩錠40mg 2149010F2ZZZ
内服 【般】プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg 2149014M1ZZZ
内服 【般】ニカルジピン塩酸塩散10% 2149019B1ZZZ
内服 【般】ニカルジピン塩酸塩錠10mg 2149019F1ZZZ
内服 【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg 2149019F2ZZZ
内服 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg 2149019N1ZZZ
内服 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg 2149019N2ZZZ
内服 【般】ニルバジピン錠2mg 2149022F1ZZZ
内服 【般】ニルバジピン錠4mg 2149022F2ZZZ
内服 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠0.5mg 2149026F1ZZZ
内服 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg 2149026F4ZZZ
内服 【般】マニジピン塩酸塩錠5mg 2149027F1ZZZ
内服 【般】マニジピン塩酸塩錠10mg 2149027F2ZZZ
内服 【般】マニジピン塩酸塩錠20mg 2149027F3ZZZ
内服 【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg 2149029F1ZZZ
内服 【般】セリプロロール塩酸塩錠200mg 2149029F2ZZZ
内服 【般】カルベジロール錠20mg 2149032F2ZZZ
内服 【般】カルベジロール錠1.25mg 2149032F3ZZZ
内服 【般】カルベジロール錠2.5mg 2149032F4ZZZ
内服 【般】シルニジピン錠5mg 2149037F1ZZZ
内服 【般】シルニジピン錠10mg 2149037F2ZZZ
内服 【般】シルニジピン錠20mg 2149037F3ZZZ
内服 【般】ロサルタンK錠25mg 2149039F1ZZZ
内服 【般】ロサルタンK錠50mg 2149039F2ZZZ
内服 【般】ロサルタンK錠100mg 2149039F3ZZZ
内服 【般】カンデサルタン錠2mg 2149040F1ZZZ
内服 【般】カンデサルタン錠4mg 2149040F2ZZZ
内服 【般】カンデサルタン錠8mg 2149040F3ZZZ
内服 【般】カンデサルタン錠12mg 2149040F4ZZZ
内服 【般】バルサルタン錠20mg 2149041F1ZZZ
内服 【般】バルサルタン錠40mg 2149041F2ZZZ
内服 【般】バルサルタン錠80mg 2149041F3ZZZ
内服 【般】バルサルタン錠160mg 2149041F4ZZZ
内服 【般】アゼルニジピン錠16mg 2149043F2ZZZ
内服 【般】ロサルタン50mg･ヒドロクロロチアジドﾞ錠 2149110F1ZZZ
内服 【般】スマトリプタンコハク酸塩錠50mg 2160003F1ZZZ
内服 【般】ジラゼプ塩酸塩錠50mg 2171005F1ZZZ
内服 【般】ジラゼプ塩酸塩錠100mg 2171005F2ZZZ
内服 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg 2171006F1ZZZ
内服 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠60mg 2171006F2ZZZ
内服 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg 2171006N2ZZZ
内服 【般】ベラパミル塩酸塩40mg 2171008F1ZZZ



内服 【般】ジピリダモール散12.5% 2171010B1ZZZ
内服 【般】ジピリダモール錠12.5mg 2171010F1ZZZ
内服 【般】ジピリダモール錠100mg 2171010F3ZZZ
内服 【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg 2171011G1ZZZ
内服 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg 2171011N1ZZZ
内服 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続) 2171014G3ZZZ
内服 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) 2171014G4ZZZ
内服 【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続) 2171014G5ZZZ
内服 【般】ニコランジル錠2.5mg 2171017F1ZZZ
内服 【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg 2171021F1ZZZ
内服 【般】ベニジピン塩酸塩錠8mg 2171021F3ZZZ
内服 【般】アムロジピン錠2.5mg 2171022F1ZZZ
内服 【般】アムロジピン錠5mg 2171022F2ZZZ
内服 【般】アムロジピン錠10mg 2171022F5ZZZ
内服 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg 2171022F6ZZZ
内服 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg 2171023F2ZZZ
内服 【般】ベザフィブラート徐放錠100mg 2183005G2ZZZ
内服 【般】プロブコール錠 250mg 2189008F1ZZZ
内服 【般】プラバスタチンNa細粒1% 2189010C2ZZZ
内服 【般】プラバスタチンＮａ錠5mg 2189010F1ZZZ
内服 【般】シンバスタチン錠5mg 2189011F1ZZZ
内服 【般】シンバスタチン錠10mg 2189011F2ZZZ
内服 【般】シンバスタチン錠20mg 2189011F3ZZZ
内服 【般】フルバスタチンNa錠10mg 2189012F1ZZZ
内服 【般】フルバスタチンNa錠30mg 2189012F3ZZZ
内服 【般】アトルバスタチン錠5mg 2189015F1ZZZ
内服 【般】ピタバスタチンCa錠1mg 2189016F1ZZZ
内服 【般】ピタバスタチンCa錠4mg 2189016F3ZZZ
内服 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg 2189016F4ZZZ
内服 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg 2189016F5ZZZ
内服 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg 2189016F6ZZZ
内服 【般】イフェンプロジル酒石酸塩細粒4% 2190005C1ZZZ
内服 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg 2190005F1ZZZ
内服 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg 2190006M2ZZZ
内服 【般】ニセルゴリン錠5mg 2190021F1ZZZ
内服 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10% 2223001B1ZZZ
内服 【般】ジメモルファンリン酸塩散10% 2229001B1ZZZ
内服 【般】カルボシステイン錠250mg 2233002F1ZZZ
内服 【般】カルボシステイン錠500mg 2233002F2ZZZ
内服 【般】カルボシステインシロップ5% 2233002Q1ZZZ
内服 【般】カルボシステインシロップ用50% 2233002R2ZZZ
内服 【般】カルボシステインシロップ用 500mg/P 2233002R2ZZZ
内服 【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg 2234001F1ZZZ
内服 【般】アンブロキソール塩酸塩徐放錠45mg 2239001G2ZZZ
内服 【般】アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg 2239001N1ZZZ
内服 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用1.5% 2239001R1ZZZ
内服 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用3% 0.5g/P 2239001R2ZZZ
内服 【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続) 2251001G1ZZZ
内服 【般】テオフィリン徐放錠400mg(24時間持続) 2251001G2ZZZ
内服 【般】テオフィリン徐放錠100mg(24時間持続) 2251001G3ZZZ
内服 【般】プロカテロール塩酸塩錠25μg 2259004F1ZZZ
内服 【般】プロカテロール塩酸塩錠50μg 2259004F2ZZZ
内服 【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg 2259006F1ZZZ
内服 【般】ジメチコン錠80mg 2318001F3ZZZ
内服 【般】ベルベリン･ゲンノショウコエキス配合錠 2319100F1ZZZ
内服 【般】シメチジン錠200mg 2325001F1ZZZ
内服 【般】シメチジン錠400mg 2325001F2ZZZ
内服 【般】ラニチジン塩酸塩錠150mg 2325002F1ZZZ
内服 【般】ラニチジン塩酸塩錠75mg 2325002F2ZZZ



内服 【般】ファモチジン散10% 2325003B1ZZZ
内服 【般】ファモチジン錠10mg 2325003F1ZZZ
内服 【般】ファモチジン錠20mg 2325003F2ZZZ
内服 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg 2325003F3ZZZ
内服 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg 2325003F4ZZZ
内服 【般】ニザチジン錠150mg 2325005F1ZZZ
内服 【般】ニザチジン錠75mg 2325005F2ZZZ
内服 【般】ラフチジン錠5mg 2325006F1ZZZ
内服 【般】ラフチジン錠10mg 2325006F2ZZZ
内服 【般】ラフチジン口腔内崩壊錠5mg 2325006F3ZZZ
内服 【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg 2325006F4ZZZ
内服 【般】セトラキサート塩酸塩細粒40% 2329004C1ZZZ
内服 【般】セトラキサート塩酸塩カプセル200mg 2329004M1ZZZ
内服 【般】スクラルファート細粒90% 900mg/P 2329008C1ZZZ
内服 【般】スクラルファート経口液10% 10mL/P 2329008S1ZZZ
内服 【般】スルピリド細粒10% 2329009C2ZZZ
内服 【般】テプレノン細粒10% 50mg/P 2329012C1ZZZ
内服 【般】レバミピド顆粒20% 100mg/P 2329021D1ZZZ
内服 【般】オメプラゾール錠20mg 2329022H1ZZZ
内服 【般】オメプラゾール錠10mg 2329022H2ZZZ
内服 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg 2329023F2ZZZ
内服 【般】ランソプラゾールカプセル15mg 2329023M1ZZZ
内服 【般】エカベトNa顆粒66.7% 1.5g/P 2329026D1ZZZ
内服 【般】ポラプレジンク顆粒15% 75mg/P 2329027D1ZZZ
内服 【般】ラベプラゾールＮａ錠10mg 2329028F1ZZZ
内服 【般】ラベプラゾールＮａ錠20mg 2329028F2ZZZ
内服 【般】ジサイクロミン･乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒 1g/P 2329107D1ZZZ
内服 【般】アズレンスルホン酸Na・Ｌ－グルタミン顆粒配合顆粒 0.5g/P 2329122D1ZZZ
内服 【般】アズレンスルホン酸Na・Ｌ－グルタミン顆粒配合顆粒 0.67g/P 2329122D1ZZZ
内服 【般】アズレンスルホン酸Na・Ｌ－グルタミン顆粒配合顆粒 1.0g/P 2329122D1ZZZ
内服 【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10mL 2359005S1ZZZ
内服 【般】センナ・センナ実配合顆粒 0.5g/P 2359102X1ZZZ
内服 【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg 2362001F1ZZZ
内服 【般】メトクロプラミド細粒2% 2399004C1ZZZ
内服 【般】ドンペリドン錠5mg 2399005F1ZZZ
内服 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg 2399006F1ZZZ
内服 【般】イトプリド塩酸塩錠50mg 2399008F1ZZZ
内服 【般】メサラジン錠250mg 2399009F1ZZZ
内服 【般】メサラジン錠500mg 2399009F2ZZZ
内服 【般】モサプリドクエン酸塩散1% 5mg/P 2399010B1ZZZ
内服 【般】モサプリドクエン酸塩錠2.5mg 2399010F1ZZZ
内服 【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3% 500mg/P 2399011C1ZZZ
内服 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg 2478001F2ZZZ
内服 【般】クロルマジノン酢酸エステル徐放錠50mg 2478001G1ZZZ
内服 【般】カリジノゲナーゼ錠25単位 2491001F5ZZZ
内服 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 2491001F6ZZZ
内服 【般】トリベノシドカプセル200mg 2559001M1ZZZ
内服 【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg 2590002F1ZZZ
内服 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg 2590005F1ZZZ
内服 【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg 2590005F2ZZZ
内服 【般】オキシブチニン塩酸塩錠1mg 2590005F3ZZZ
内服 【般】プロピベリン塩酸塩錠20mg 2590007F2ZZZ
内服 【般】ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg 2590008F2ZZZ
内服 【般】タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg 2590008N1ZZZ
内服 【般】ナフトピジル錠25mg 2590009F1ZZZ
内服 【般】ナフトピジル錠50mg 2590009F2ZZZ
内服 【般】ナフトピジル錠75mg 2590009F3ZZZ
内服 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg 2590009F4ZZZ
内服 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg 2590009F5ZZZ



内服 【般】オオウメガサソウエキス0.5mg・ハコヤナギエキス配合錠 2590100X1ZZZ
内服 【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス配合錠 2590100X2ZZZ
内服 【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg 3112001M1ZZZ
内服 【般】アルファカルシドールカプセル1μg 3112001M3ZZZ
内服 【般】アルファカルシドールカプセル3μg 3112001M4ZZZ
内服 【般】カルシトリオールカプセル 0.25μg 3112004M1ZZZ
内服 【般】カルシトリオールカプセル 0.5μg 3112004M2ZZZ
内服 【般】フルスルチアミン錠25mg 3122007F2ZZZ
内服 【般】ＦＡＤ錠10mg 3131001F2ZZZ
内服 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg 3131002F1ZZZ
内服 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠20mg 3134003F2ZZZ
内服 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠30mg 3134003F3ZZZ
内服 【般】メナテトレノンカプセル 15mg 3160002M2ZZZ
内服 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3% 3222013D1ZZZ
内服 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10% 3321002B1ZZZ
内服 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg 3321002F1ZZZ
内服 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg 3321002F2ZZZ
内服 【般】トロンビン細粒10000単位 1g/P 3323001C1ZZZ
内服 【般】トロンビン細粒5000単位 0.5g/P 3323001C3ZZZ
内服 【般】トラネキサム酸錠500mg 3327002F2ZZZ
内服 【般】トラネキサム酸カプセル250mg 3327002M1ZZZ
内服 【般】チクロピジン塩酸塩細粒10% 100mg/P 3399001C1ZZZ
内服 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg 3399001F1ZZZ
内服 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg 3399002F3ZZZ
内服 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg 3399002F4ZZZ
内服 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg 3399003F1ZZZ
内服 【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg 3399004M1ZZZ
内服 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg 3399004M2ZZZ
内服 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg 3399004M3ZZZ
内服 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 3399004M4ZZZ
内服 【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg 3399006F2ZZZ
内服 【般】グルタチオン錠100mg 3922001F2ZZZ
内服 【般】球形吸着炭細粒2g/P 3929003C1ZZZ
内服 【般】球形吸着炭カプセル200mg 3929003M1ZZZ
内服 【般】アロプリノール錠50mg 3943001F2ZZZ
内服 【般】ベンズブロマロン錠25mg 3949002F1ZZZ
内服 【般】グリベンクラミド錠1.25mg 3961003F1ZZZ
内服 【般】グリベンクラミド錠2.5mg 3961003F2ZZZ
内服 【般】グリクラジド錠40mg 3961007F1ZZZ
内服 【般】グリクラジド錠20mg 3961007F2ZZZ
内服 【般】グリメピリド錠3mg 3961008F2ZZZ
内服 【般】メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT 3962002F3ZZZ
内服 【般】アカルボース錠50mg 3969003F1ZZZ
内服 【般】アカルボース錠100mg 3969003F2ZZZ
内服 【般】アカルボース口腔内崩壊錠50mg 3969003F3ZZZ
内服 【般】アカルボース口腔内崩壊錠100mg 3969003F4ZZZ
内服 【般】ボグリボース錠0.2mg 3969004F1ZZZ
内服 【般】ボグリボース錠0.3mg 3969004F2ZZZ
内服 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg 3969004F3ZZZ
内服 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg 3969004F4ZZZ
内服 【般】ナテグリニド錠30mg 3969006F1ZZZ
内服 【般】ナテグリニド錠90mg 3969006F2ZZZ
内服 【般】ピオグリタゾン錠15mg 3969007F1ZZZ
内服 【般】ピオグリタゾン錠30mg 3969007F2ZZZ
内服 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg 3969007F4ZZZ
内服 【般】ＡＴＰ錠20mg 3992001F1ZZZ
内服 【般】ラクツロースシロップ65% 10mL/P 3999001Q2ZZZ
内服 【般】シクロスポリンカプセル10mg：ＮＥ 3999004M3ZZZ
内服 【般】シクロスポリンカプセル25mg：ＮＥ 3999004M4ZZZ



内服 【般】シクロスポリンカプセル50mg：ＮＥ 3999004M5ZZZ
内服 【般】メトトレキサート錠2mg 3999016F1ZZZ
内服 【般】メトトレキサートカプセル2mg 3999016M1ZZZ
内服 【般】アレンドロン酸錠5mg 3999018F1ZZZ
内服 【般】リセドロン酸Na錠2.5mg 3999019F1ZZZ
内服 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg 3999019F2ZZZ
内服 【般】フルタミド錠125mg 4291005F1ZZZ
内服 【般】メキタジン錠3mg 4413004F1ZZZ
内服 【般】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04% 4419002Q1ZZZ
内服 【般】ブシラミン錠100mg 4420002F1ZZZ
内服 【般】ブシラミン錠50mg 4420002F2ZZZ
内服 【般】トラニラストカプセル100mg 4490002M1ZZZ
内服 【般】ケトチフェンカプセル1mg 4490003M1ZZZ
内服 【般】ケトチフェンシロップ用0.1% 4490003R1ZZZ
内服 【般】アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg 4490004F1ZZZ
内服 【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg 4490004F2ZZZ
内服 【般】オキサトミド錠30mg 4490005F1ZZZ
内服 【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg 4490014F1ZZZ
内服 【般】スプラタストトシル酸塩カプセル50mg 4490016M1ZZZ
内服 【般】スプラタストトシル酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg 4490016M2ZZZ
内服 【般】プランルカストカプセル 112.5mg 4490017M1ZZZ
内服 【般】エバスチン錠5mg 4490019F1ZZZ
内服 【般】エバスチン錠10mg 4490019F2ZZZ
内服 【般】セチリジン塩酸塩錠5mg 4490020F1ZZZ
内服 【般】セチリジン塩酸塩錠10mg 4490020F2ZZZ
内服 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg 4490023F2ZZZ
内服 【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg 4490025F2ZZZ
内服 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg 4490025F3ZZZ
内服 【般】モンテルカスト錠5mg 4490026F3ZZZ
内服 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg 4490026F4ZZZ
内服 【般】ロラタジン錠10mg 4490027F1ZZZ
内服 【般】セファクロル細粒10% 100mg/P 6132005C1ZZZ
内服 【般】セファクロルカプセル250mg 6132005M1ZZZ
内服 【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg 6132011F1ZZZ
内服 【般】セフジニル細粒10% 6132013C1ZZZ
内服 【般】セフジニルカプセル50mg 6132013M1ZZZ
内服 【般】セフジニルカプセル100mg 6132013M2ZZZ
内服 【般】セフジトレンピボキシル錠100mg 6132015F1ZZZ
内服 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg 6132016F1ZZZ
内服 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 6132016F2ZZZ
内服 【般】アジスロマイシン錠250mg 6149004F1ZZZ
内服 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg 6152005F1ZZZ
内服 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg 6152005F2ZZZ
内服 【般】サラゾスルファピリジン錠500mg 6219001F1ZZZ
内服 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg 6219001H1ZZZ
内服 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg 6219001H2ZZZ
内服 【般】オフロキサシン錠100mg 6241006F1ZZZ
内服 【般】シプロフロキサシン錠100mg 6241008F1ZZZ
内服 【般】シプロフロキサシン錠200mg 6241008F2ZZZ
内服 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠75mg 6241010F1ZZZ
内服 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg 6241010F2ZZZ
内服 【般】リネゾリド錠600mg 6249002F1ZZZ
内服 【般】アシクロビル錠200mg 6250002F1ZZZ
内服 【般】アシクロビル錠400mg 6250002F2ZZZ
内服 【般】バラシクロビル錠500mg 6250019F1ZZZ
内服 【般】フルコナゾールカプセル50mg 6290002M1ZZZ
内服 【般】イトラコナゾールカプセル50mg 6290004M1ZZZ
内服 【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合顆粒 1g/P 6290100D1ZZZ
内服 【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠 6290100F2ZZZ



外用 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% 5mL 1315704Q1ZZZ
外用 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1% 5mL(非持続性) 1319701Q1ZZZ
外用 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% 5mL(非持続性) 1319701Q2ZZZ
外用 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1% 5mL(持続性) 1319701Q3ZZZ
外用 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% 5mL(持続性) 1319701Q4ZZZ
外用 【般】シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL 1319710Q2ZZZ
外用 【般】ＦＡＤ点眼液0.05% 5mL 1319714Q3ZZZ
外用 【般】クロモグリク酸Na点眼液2% 5mL 1319717Q1ZZZ
外用 【般】アシクロビル眼軟膏3% 5g 1319719M1ZZZ
外用 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 0.4mL 1319720Q5ZZZ
外用 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL 1319720Y2ZZZ
外用 【般】オフロキサシン眼軟膏0.3% 3.5g 1319722M1ZZZ
外用 【般】オフロキサシン点眼液0.3% 5mL 1319722Q1ZZZ
外用 【般】ケトチフェン点眼液0.05% 5mL 1319730Q1ZZZ
外用 【般】トラニラスト点眼液0.5% 5mL 1319736Q1ZZZ
外用 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL 1319739Q1ZZZ
外用 【般】ニプラジロール点眼液0.25% 5mL 1319740Q1ZZZ
外用 【般】レボブノロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL 1319744Q1ZZZ
外用 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2% 9.5mL 1329700Q1ZZZ
外用 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用顆粒0.4% 1.5g/P 2260700C1ZZZ
外用 【般】インドメタシンクリーム1% 50g 2649719N1ZZZ
外用 【般】インドメタシン外用液1% 60mL 2649719Q2ZZZ
外用 【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) 7枚 2649729S2ZZZ
外用 【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) 7枚 2649729S3ZZZ
外用 【般】ケトプロフェンパップ60mg(20×14cm非温感) 7枚 2649729S4ZZZ
外用 【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感) 7枚 2649729SAZZZ
外用 【般】ジクロフェナクNaテープ30mg(10×14cm非温感) 7枚 2649734S2ZZZ
外用 【般】ジクロフェナクNaパップ140mg(10×14cm非温感) 7枚 2649734S4ZZZ
外用 【般】ビホナゾールクリーム1% 10g 2655708N1ZZZ
外用 【般】ビホナゾール外用液1% 10mL 2655708Q1ZZZ
外用 【般】ケトコナゾールクリーム2% 10g 2655709N1ZZZ
外用 【般】ケトコナゾール外用液2% 10g 2655709Q1ZZZ
外用 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10g 2691702M1ZZZ
外用 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 3339950M1ZZZ
外用 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% 3339950N1ZZZ
外用 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 3339950N1ZZZ
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