
【ア】アイエ―アイヒ 1

動注用アイエーコール50mg
日本化薬

抗悪性腫瘍剤 シスプラチン製

剤

50mg1V ４６０１３

動注用アイエーコール100mg
日本化薬

抗悪性腫瘍剤 シスプラチン製

剤

100mg1V ８４１３６

注射用アイオナール・ナトリウム
（0.2） 日医工

催眠鎮静剤 セコバルビタール

ナトリウム

5瓶 １２３０

アイオピジンUD点眼液1％
日本アルコン

レーザー術後眼圧上昇防止剤

アプラクロニジン塩酸塩

1％0.1mL10個 ７０３５

アイケアミニ点眼液0.3％
科研製薬

角結膜上皮障害治療用点眼剤 精製

ヒアルロン酸ナトリウム

0.4mL100個 １６７０

アイケア点眼液0.1％
角結膜上皮障害治療用点眼剤 精製

ヒアルロン酸ナトリウム

科研製薬
5mL10瓶 ３００８

5mL50瓶 １５０４０

科研製薬―テイカ製薬
0.1％5mL10本 ３００８

0.1％5mL50本 １５０４０

アイケア点眼液0.3％
角結膜上皮障害治療用点眼剤 精製

ヒアルロン酸ナトリウム

※ 科研製薬
5mL10本 ４３００

5mL50本 ２１５００

※ 科研製薬―テイカ製薬
5mL10本 ４３００

アイコザールクリーム1％
富士製薬工業

抗真菌剤 ビホナゾール

1％10g10本 １０８０

20本 ２１６０

アイストローチ
高市製薬―日本臓器製薬
のどの不快感・のどのあれ，ノンシュ

ガー セチルピリジニウム塩化物水和物

レモン味16粒入 ５２５

オレンジ味16粒 ５２５

りんご味16粒 ５２５

ブルーハワイ味16粒 ５２５

はちみつ味16粒 ５２５

こどもアイスーパー
日東メディック―池田模範堂

目のつかれ，眼病予防 ネオスチ

グミンメチル硫酸塩他

15mL ６８０ ４６０

アイスフラット懸濁用配合顆粒
長生堂製薬―日本ジェネリック

消化性潰瘍・胃炎治療剤 水酸化ア

ルミニウムゲル・水酸化マグネシウム

1.2g1200包 ８９２８

アイスラブゲル ロート製薬
外用消炎鎮痛剤 サリチル酸グリ

コール他

ゲル100g １２００

アイスラブスプレー ロート製薬
スポーツ後の筋肉・関節をアイシ

ング サリチル酸グリコール他

150mL １２００

アイセントレス錠400mg ＭＳＤ
ＨＩＶインテグラーゼ阻害剤

ラルテグラビルカリウム

バラ60T ９０６２４

アイソボリン点滴静注用25mg
ファイザー

活性型葉酸製剤 レボホリナート

カルシウム

25mg10瓶 ２４０２０

アイソボリン点滴静注用100mg
ファイザー

活性型葉酸製剤 レボホリナート

カルシウム

100mg5瓶 ４２３１０

アイデアル浣腸 報国製薬
便秘薬 グリセリン５０％

10g4個入 ４２０ ２５２

30g2個入 ２５０ １５０

5個入 ６００ ３６０

10個入 １１００ ６６０

40g10個入 １３００ ７８０

アイデイト錠50mg 鶴原製薬
痛風治療剤 アロプリノール

PTP100T ６００

アイデイト錠100mg
痛風治療剤 アロプリノール

鶴原製薬
100mg100T ６００

1000T ６０００

鶴原製薬―日本ジェネリック
PTP100T ６００

500T ３０００

アイデイトロール錠10mg
鶴原製薬

不整脈用剤 プロプラノロール

塩酸塩

10mg100T ６３０

1000T ６３００

バラ1200T ７５６０

アイデールパップV
東和製薬／和歌山―カイゲンファーマ

肩こり，腰痛 インドメタシン

５００mg

25枚 ２３５０ １１７５

アイドロイチン1％点眼液
参天製薬

角膜保護点眼剤 コンドロイチン硫

酸エステルナトリウム

1％5mL10本 ８４８

アイドロイチン3％点眼液
参天製薬

角膜保護点眼剤 コンドロイチン硫

酸エステルナトリウム

3％5mL10本 ８７７

アイトロール錠10mg
トーアエイヨー―アステラス製薬

狭心症治療用ＩＳＭＮ製剤 イソ

ソルビド一硝酸エステル

10mgPTP100T １０２０

1000T １０２００

バラ1000T １０２００

アイトロール錠20mg
トーアエイヨー―アステラス製薬

狭心症治療用ＩＳＭＮ製剤 イソ

ソルビド一硝酸エステル

20mgPTP100T １６４０

1000T １６４００

バラ1000T １６４００

PTP1400T ２２９６０

アイビットウルーノ テイカ製薬
目のかわき，かすみ 塩化ナトリ

ウム，塩化カリウム他

10mL ７００

アイビットゴールド テイカ製薬
目の疲れ，かすみ シアノコバラ

ミン，コンドロイチン硫酸ナトリウム

他

15mL ８００

アイピーディカプセル50
大 薬品

アレルギー性疾患治療剤 スプラタ

ストトシル酸塩

PTP50mg100P ４５６０

アイピーディカプセル100
大 薬品

アレルギー性疾患治療剤 スプラタ

ストトシル酸塩

PTP100mg100P ５５７０

500P ２７８５０

630P ３５０９１

3000P １６７１００

アイピーディドライシロップ5％
大 薬品

アレルギー性疾患治療薬 スプラタ

処先

医注

処先

医注

処劇向

医注

劇処先

医液

後

医液

後

医液

医液

後

医液

医液

後

医ク

部ト

３類

一液

後

医顆

３類

一

３類

一ス

劇処先

医錠

処先

医注

処先

医注

２類

一液

処局後

医錠

処局後

医錠

医錠

劇処後

医錠

２類

一シ

後

医液

後

医液

処先

医錠

処先

医錠

３類

一液

３類

一液

先

医カ

先

医カ

先



【オ】オロハ―オンク 115

バラ500T １８０５０

※オロパタジン塩酸塩錠2.5mg
「JG」 日本ジェネリック

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ２８４０

※オロパタジン塩酸塩錠5mg「JG」
日本ジェネリック
アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ３６１０

500T １８０５０

※オロパタジン塩酸塩錠2.5mg
「KO」 寿製薬

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ２８４０

PTP500T １４２００

※オロパタジン塩酸塩錠5mg「KO」
寿製薬
アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ３６１０

PTP500T １８０５０

※オロパタジン塩酸塩錠2.5mg
「MEEK」 小林化工

アレルギー性疾患治療剤 オロパ

タジン塩酸塩

PTP100T ２８４０

※オロパタジン塩酸塩錠5mg
「MEEK」 小林化工

アレルギー性疾患治療剤 オロパ

タジン塩酸塩

PTP100T ３６１０

PTP140T ５０５４

PTP500T １８０５０

バラ100T ３６１０

※オロパタジン塩酸塩錠2.5mg
「NSKK」 シオノケミカル―日
本新薬

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ２８４０

※オロパタジン塩酸塩錠5mg
「NSKK」 シオノケミカル―日
本新薬

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ３６１０

500T １８０５０

バラ500T １８０５０

※オロパタジン塩酸塩錠2.5mg
「TOA」 東亜薬品―日東メディ
ック

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ２８４０

※オロパタジン塩酸塩錠5mg
「TOA」 東亜薬品―日東メディ
ック

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ３６１０

※オロパタジン塩酸塩錠2.5mg
「YD」 陽進堂

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ２８４０

PTP500T １４２００

※オロパタジン塩酸塩錠5mg「YD」
陽進堂
アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ３６１０

PTP500T １８０５０

バラ500T １８０５０

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ZE」
アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

※ 全星薬品
2.5mgPTP100T ２８４０

PTP500T １４２００

※ 全星薬品―ニプロ
PTP100T ２８４０

オロパタジン塩酸塩錠5mg「ZE」
アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

※ 全星薬品
5mgPTP100T ３６１０

PTP500T １８０５０

PTP700T ２５２７０

バラ500T １８０５０

※ 全星薬品―ニプロ
PTP100T ３６１０

PTP500T １８０５０

バラ500T １８０５０

PTP700T ２５２７０

※オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg
「イワキ」 岩城製薬

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ２８４０

PTP500T １４２００

※オロパタジン塩酸塩OD錠5mg
「イワキ」 岩城製薬

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ３６１０

PTP500T １８０５０

※オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg
「ケミファ」 日本ケミファ―日
本薬品工業

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ２８４０

※オロパタジン塩酸塩OD錠5mg
「ケミファ」 日本ケミファ―日
本薬品工業

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ３６１０

500T １８０５０

※オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg
「タカタ」 高田製薬

アレルギー性疾患治療剤 オロパ

タジン塩酸塩

PTP100T ２８４０

PTP280T ７９５２

バラ500T １４２００

※オロパタジン塩酸塩OD錠5mg
「タカタ」 高田製薬

その他のアレルギー用薬 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ３６１０

PTP500T １８０５０

PTP700T ２５２７０

バラ500T １８０５０

※オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg
「テバ」 大正薬品―テバ製薬

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ２８４０

PTP500T １４２００

※オロパタジン塩酸塩OD錠5mg
「テバ」 大正薬品―テバ製薬

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ３６１０

PTP500T １８０５０

※オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg
「明治」 MeijiSeikaファルマ

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ２８４０

PTP140T ３９７６

バラ100T ２８４０

※オロパタジン塩酸塩OD錠5mg
「明治」 MeijiSeikaファルマ

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

PTP100T ３６１０

PTP140T ５０５４

PTP500T １８０５０

バラ100T ３６１０

※オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg
「MEEK」 小林化工

アレルギー性疾患治療剤 オロパ

タジン塩酸塩

PTP100T ２８４０

※オロパタジン塩酸塩OD錠5mg
「MEEK」 小林化工

アレルギー性疾患治療剤 オロパ

タジン塩酸塩

PTP100T ３６１０

PTP140T ５０５４

PTP500T １８０５０

バラ100T ３６１０

※オロパタジン塩酸塩ODフィルム
2.5mg「マルホ」 救急薬品―マ
ルホ

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

アルミ包装100枚 ２８４０

※オロパタジン塩酸塩ODフィルム
5mg「マルホ」 救急薬品―マル
ホ

アレルギー性疾患治療剤 オロパタ

ジン塩酸塩

アルミ包装100枚 ３６１０

温感シートハップ
大協薬品―ゼリア新薬

温感パップ剤 オウバク軟エキス，

ビタミンＥ酢酸エステル他

8枚 ９８０

※オングリザ錠2.5mg
協和発酵キリン

2型糖尿病治療剤 選択的DPP4

阻害剤 サキサグリプチン水和物

PTP100T １１０２０

500T ５５１００

※オングリザ錠5mg
協和発酵キリン

2型糖尿病治療剤 選択的DPP4

阻害剤 サキサグリプチン水和物
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【カ】カアム―カイシ 117

カアムパップDX0.5
東光薬品―小林薬品工業

経皮吸収型鎮痛消炎剤 インドメ

タシン

10枚 １２００ ６６０

カアムKゲルS 小林薬品工業
虫さされ・かゆみ・じんましんに

ジフェンヒドラミン塩酸塩、ジブカイ

ン塩酸塩他

20g ８００ ４４０

カイカ（槐花） 紀伊国屋漢薬局
500g １０００

槐角丸 松浦薬業―松浦漢方
きれ痔，いぼ痔，痔出血の緩和

カイカク，キコク，チユ，ボウフウ，

オウゴン，トウキ

1000丸 ３２００ １９２０

快気散（カイキサン）
摩耶堂製薬

呼吸器用薬 オンジ・キキョウ・

ハンゲ等１７生薬より製したエキス

分包1.5g18包 ２０００

1.5g93包 ９６００

改源かぜカプセル
カイゲンファーマ

発熱・頭痛，のどの痛みに 生薬

配合感冒薬，アセトアミノフェン，dl

メチルエフェドリン塩酸塩，カンゾウ

末，ケイヒ末，ショウキョウ末

30P １２００ ８４０

60P ２０００ １４００

改源 カイゲンファーマ
総合感冒薬 アセトアミノフェン，

dlメチルエフェドリン塩酸塩，カンゾ

ウ末，ケイヒ末他

9包 ７００ ４９０

26包 １５００ １０５０

60包 ２９００ ２０３０

カイゲンかぜシロップ小児用S
カイゲンファーマ

小児用総合感冒剤 アセトアミノ

フェン，dlメチルエフェドリン塩酸塩

120mL １３６０ ８８０

カイゲンかぜ内服液
万金薬工―カイゲンファーマ

感冒薬 葛根湯エキス

30mL3本 １２００ ７８０

カイゲン顆粒 カイゲンファーマ
かぜ薬 アセトアミノフェン、ノ

スカピン、クロルフェニラミンマレイ

ン酸塩他

12包 １５００ ９８０

20包 ２２００ １５４０

カイゲン感冒液小児用
カイゲンファーマ

総合感冒剤 カンゾウエキス、人

参流エキス、アセトアミノフェン、ク

ロルフェニラミンマレイン酸塩他

30mL ５５０ ３６０

カイゲン感冒カプセル「プラス」
第一薬品工業―カイゲンファーマ

総合感冒剤 アセトアミノフェン、

dクロルフェニラミンマレイン酸塩、

リボフラビン、カンゾウエキス、ゴオ

ウ他

24P １５００ １０００

36P ２０００ １３３３

カイゲン感冒カプセルDX
第一薬品工業―カイゲンファーマ

総合感冒薬 トラネキサム酸、ア

セトアミノフェン、リゾチーム塩酸塩

他

24P １５００ ７５０

36P ２０００ １０００

カイゲン感冒カリュー
カイゲンファーマ

総合感冒剤 地竜エキス散 N、

カンゾウエキス末、アセトアミノフェ

ン他

12包 １５６０ １０１５

18包 ２１４０ １３９０

カイゲン感冒錠
テバ製薬―カイゲンファーマ

総合感冒薬 イブプロフェン、ク

レマスチンフマル酸塩、ブロムヘキシ

ン塩酸塩他

30T １６００ ８００

50T ２３００ １１５０

※改源錠 カイゲンファーマ
総合かぜ薬 アセトアミノフェン、

カンゾウ末、ケイヒ末

PTP36T １２００ ６３３

PTP60T １８００ ９５０

カイゲンスロナースのどスプレー
池田薬品―カイゲンファーマ

口腔用薬 アズレン

25mL １３５０ ６７５

カイゲンせき止め液小児用
カイゲンファーマ

鎮咳・去痰剤 ジヒドロコデイン

リン酸塩、キキョウ流エキス、セネガ

流エキス

100mL ９８０ ６４０

カイゲンせき止め液W
カイゲンファーマ

鎮咳・去痰剤 ジヒドロコデイン

リン酸塩、グアヤコールスルホン酸カ

リウム他

60mL ９３０ ６０５

改源咳止液W カイゲンファーマ
鎮咳・去痰剤 ジヒドロコデイン

リン酸塩、キキョウ流エキス他

100mL １３００ ８４５

新カイゲンせき止め液W
カイゲンファーマ

せき，たん ジヒドロコデインリ

ン酸塩他

120mL １３６０ ８８０

カイゲンせき止めカプセル
カイゲンファーマ

せき・たん キキョウ乾燥エキス、

ジヒドロコデインリン酸塩他

24P １５６０ １０１５

カイゲン咳止錠
大昭製薬―カイゲンファーマ

鎮咳・去痰 バクモンドウエキス、

ノスカピン、グアイフェネシン他

PTP40T １３００ ６５０

カイゲン点鼻スプレー
雪の元本店―カイゲンファーマ

ナファゾリン塩酸塩他

30mL １３００ ９１０

カイゲン点鼻薬
日東薬品工業―カイゲンファーマ

鼻炎治療薬 ナファゾリン塩酸塩

他

30mL １３００ ９１０

カイゲントローチ
日新薬品工業―カイゲンファーマ

口腔内の殺菌，消毒，口臭の除去

リゾチーム塩酸塩、塩化セチルピリジ

ニウム他

24T ８５０ ５５５

カイゲンのどスプレー
池田薬品―カイゲンファーマ

歯科・口腔用剤 ポビドンヨード

25mL ９８０ ６８６

カイゲンパックIB顆粒
カイゲンファーマ

解熱鎮痛薬 イブプロフェン，無

水カフェイン他

9包 ７８０ ３９０

カイゲン鼻炎カプセル12
カイゲンファーマ

急性又はアレルギー性鼻炎による

諸症状の緩和 クロルフェニラミンマレ

イン酸塩他

10P １５００ １０５０

20P ２５００ １７５０

カイゲン鼻炎カプセルP
カイゲンファーマ

鼻炎治療薬 塩酸プソイドエフェ

ドリン、グリチルリチン他

24P １２５０ ８２０

ガイシ（芥子） 紀伊国屋漢薬局
500g １７００

回寿仙 昭和化学工業―永大薬業
強心剤 牛黄，センソ，ロクジョ
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一軟

煎

２ 類

一丸
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一液
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一カ
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２類
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煎

２類



【ハ】ハイア―ハイコ 353

バイアグラ錠25mg ファイザー
勃起不全治療剤 シルデナフィルク

エン酸塩

25mg20T 薬価未収

バイアグラ錠50mg ファイザー
勃起不全治療剤 シルデナフィルク

エン酸塩

50mg20T 薬価未収

50mg100T 薬価未収

バイアスピリン錠100mg
バイエル薬品

抗血小板剤，耐酸性フィルムコート

錠 アスピリン腸溶錠

100mgPTP500T ２８００

PTP14T50入 ３９２０

バラ500T ２８００

ハイアップ内服液
日東薬品―第一三共ヘルスケア

発熱性消耗性疾患時の栄養補給

バクモンドウ流エキス，タウリン他

30mL2本 ８００

5本 １８００

ハイアミン液10％
第一三共エスファ
殺菌消毒剤 ベンゼトニウム塩化物

1000mL １２２０

ハイアラージン外用液2％
長生堂製薬―日本ジェネリック

水虫治療剤 トルナフタート

2％30mL25本 ５７７５

250mL １９２５

ハイアラージン軟膏2％
長生堂製薬―日本ジェネリック
水虫治療剤 トルナフタート

2％10g25本 ２１２５

500g ４２５０

ハイウルソエース内服液
日新薬品工業―佐藤製薬

食べすぎ，胃もたれ，はきけなど

ウルソデオキシコール酸，dl塩化カル

ニチン，カンゾウエキス他

30mL×2 ９８０ ５８８

ハイウルソ顆粒 佐藤製薬
消化促進，消化不良，食欲不振な

ど ウルソデオキシコール酸，ビオジア

スターゼ２０００他

12包 ９６０ ５７６

24包 １８００ １０８０

ハイウルソグリーンS
第一薬品―佐藤製薬

胃酸過多，胸やけ，胃部不快感他

ビオジアスターゼ１０００，プロザイム，

ウルソデオキシコール酸，銅クロロフ

ィリンナトリウム他

12包 ８００ ４８０

30包 １５００ ９００

バイエッタ皮下注5μgペン300
アストラゼネカ

2型糖尿病治療剤 エキセナチ

ド

300μg1キット ９６６１

バイエッタ皮下注10μgペン300
アストラゼネカ

2型糖尿病治療剤 エキセナチ

ド

300μg1キット ９６６１

ハイエナル“88”内服液
米田薬品

眠気防止薬 クエン酸カフェイン，

カフェイン水和物，安息香酸ナトリウ

ムカフェイン他

30mL2本 ８００ ３００

バイエルアスピリン
バイエル薬品―佐藤製薬

頭痛，歯痛，発熱時の解熱など

アスピリン（アセチルサリチル酸）

500mg（１錠中）

10T ４８０ ３３６

30T １２００ ８４０

バイオゲン注10mg 扶桑薬品
持続型ビタミンB剤 チアミンジス

ルフィド

10mg2mL50A ２７００

バイオゲン静注50mg 扶桑薬品
持続型ビタミンB剤 チアミンジス

ルフィド

（スノープル）

50mg20mL50A ２８００

バイオレット・アイ
牛津製薬―日邦薬品

アズレンスルホン酸ナトリウム配

合点眼薬 アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物他

10mL ９５０ ５７０

ハイ・カッコー 大杉製薬
漢方製剤 葛根湯

2.5ℊ45包 ３６００ １６５６

ハイカムチン注射用1.1mg
日本化薬

抗悪性腫瘍剤 ノギテカン塩酸

塩

1.1mg1V ９８４９

ハイカリック液－1号 テルモ
糖類剤 高カロリー輸液用基本液

700mL10袋 ３５３０

ハイカリック液－2号 テルモ
糖類剤 高カロリー輸液用基本液

700mL10袋 ３５３０

ハイカリック液－3号 テルモ
糖類剤 高カロリー輸液用基本液

700mL10袋 ４０１０

ハイカリックNC－H輸液 テルモ

糖類剤 高カロリー輸液用基本液

700mL10袋 ４０７０

ハイカリックNC－L輸液 テルモ
糖類剤 高カロリー輸液用基本液

700mL10袋 ３７８０

ハイカリックNC－N輸液 テルモ
糖類剤 高カロリー輸液用基本液

700mL10袋 ３９３０

ハイカリックRF輸液
糖類剤 高カロリー輸液用基本液

テルモ
250mL10袋 ２３９０

500mL10袋 ４４２０

1000mL10袋 ８７８０

バイカロン錠25mg 田辺三菱製薬
降圧利尿剤 メフルシド

PTP100T １０６０

PTP1000T １０６００

バラ1000T １０６００

ハイ・カンポール 大杉製薬
漢方製剤 柴胡桂枝湯

2.5g45包 ６０００ ２７６０

ハイクタンゴールドX
日新薬品工業―ツムラ

滋養強壮剤 １４種類の生薬配合

50mL ２０００

ハイクタンD
日新薬品工業―ツムラ

滋養強壮剤 牛黄・ロクジョウ・

人参

50mL １２００

ハイクタンDプラス
日新薬品工業―ツムラ

滋養強壮剤 黄精、牛黄、鹿茸、

人参、イカリソウ他

50mL １５００

ハイクタンローヤル
日新薬品工業

滋養強壮 生薬，ビタミン

30mL ２０００ １２００

ハイクタンD 日新薬品工業
滋養強壮剤 生薬，ビタミン

50mL １０００ ６００

ハイコート注2mg（0.4％）
富士製薬工業

副腎皮質ホルモン剤 ベタメタゾ

ンリン酸エステルナトリウム

2mg10A ５６０

50A ２８００

ハイコート注4mg（0.4％）
富士製薬工業

副腎皮質ホルモン剤 ベタメタゾ

ンリン酸エステルナトリウム

4mg10A ８８０

50A ４４００

ハイコート注20mg（0.4％）

処

医錠

処

医錠

後

医フ

３類

一液

医液

局

医液

医軟

２類

一液

３類

一顆

２類

一顆

処劇先

医注

処劇先

医注

３類

一液

指２

一錠

処

医注

処

医注

３類

一液

２類

一顆

劇処先

医注

処先

医注

処先

医注

処先

医注

処先

医注

処先

医注

処先

医注

処先

医注

処局先

医錠

２類

一顆

２類

一液

３類

一液

２類

一液

２類

一液

３類

一液

処後

医注

処後

医注


