
13【ア】アスメ―アセス

強力アスメトン
第一三共ヘルスケア

せき・たん・ぜんそくに アミノフ

ィリン、メトキシフェナミン塩酸塩，

ノスカピン他

60P １２００

アスモット錠１０mg 辰巳化学
アレルギー性疾患治療剤 エビナス

チン塩酸塩

10mg100T ５２９０

1000T ５２９００

アスモット錠２０mg 辰巳化学
アレルギー性疾患治療剤 エビナス

チン塩酸塩

20mg100T ８５６０

500T ４２８００

1000T ８５６００

アスモロール 日医工
消炎鎮痛パップ剤 サリチル酸メチル他

20ℊ500枚 ８５００

40ℊ250枚 ８５００

アスモＩＤ 日医工
経皮鎮痛消炎剤 インドメタシン

10×14cm560枚 ８８４８

アズラビン 日本点眼薬
眼科用消炎剤 アズレン

0.02％5mL10入 ８５６

50入 ４２８０

アスラーン錠５mg 大原薬品
アンジオテンシン変換酵素阻害

剤 リシノプリル水和物

5mgPTP100T １４２０

500T ７１００

アスラーン錠１０mg
持続性ＡＣＥ阻害剤 リシノプ

リル水和物

大原薬品
10mgPTP100T １９９０

1000T １９９００

バラ500T ９９５０

大原薬品―大正薬品
10mg100T １９９０

1000T １９９００

大原薬品―日医工
10mg100T １９９０

1000T １９９００

アスリカン注
シオノケミカル―アルフレッサファーマ

関節機能改善剤 ヒアルロン酸ナ

トリウム

1％2.5mL20A ６６６０

アスリカンディスポ
シオノケミカル―アルフレッサファーマ

関節機能改善剤 ヒアルロン酸ナ

トリウム

1％2.5mL10筒 ６０５０

アズレアイうがい液
イセイ―金冠堂
アズレンうがい薬 アズレンスルホン酸

ナトリウム配合

50mL １３００ ７５０

アズレイうがい液４％
協和新薬―昭和薬化
咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯肉炎，

口腔創傷

10mL×10 ５７７０

10mL×12 ６９２４

10mL×30 １７３１０

アスレットＬＸクリーム
新生薬品―福地製薬
みずむし、たむし ビホナゾール他

30g ２０００ １２００

アスレットＬＸ液
新生薬品―福地製薬
みずむし、たむし ビホナゾール他

30mL ２０００ １２００

アースレナン坐剤１０
ローマン工業―高田製薬

消化管運動改善剤 ドンペリドン

10mg50個 ２０１５

アースレナン坐剤３０
ローマン工業―高田製薬

消化管運動改善剤 ドンペリドン

30mg50個 ３５６５

アズレミック錠口腔用５mg
東洋製化―小野薬品
口腔・咽喉疾患 アズレンスルホン酸ナ

トリウム

5mg300T ６１８０

600T １２３６０

アズレワンうがい液１％
含嗽剤 アズレンスルホン酸ナトリウム

イセイ
1％20mL10本 ２７４０

イセイ―和光堂
1％20mL ２７４

※アズレンガーグル４％「メルク」
メルク製薬
アズレン含嗽液 アズレンスルホン酸ナ

トリウム

4％10mL10入 ５０７０

含嗽用アズレン「昭和」
昭和薬化
抗炎症性含嗽剤 アズレンスルホン酸ナ

トリウム

1g1000包 ６４００

5000包 ３２０００

1.5g120包 １１５２

1.5g1000包 ９６００

5000包 ４８０００

含嗽用アズレン「トーワ」
東和薬品
含嗽用抗炎症剤 アズレンスルホン酸ナ

トリウム

4mg1.5g1000包 ９１５０

3000包 ２７４５０

含嗽用アズレン「TYK」
口腔・咽喉疾患含嗽剤 アズレンスルホ

ン酸ナトリウム

大正薬品
0.4％1.5g100包 ９１５

1000包 ９１５０

3000包 ２７４５０

大正薬品―日本化薬
1.5g100包 ９１５

1000包 ９１５０

アズレン錠「陽進」
胃炎・胃潰瘍治療剤 アズレンスルホン

酸ナトリウム

陽進堂―日医工
2㎎100T ５７０

1000T ５７００

陽進堂
2mgPTP100T ５７０

1000T ５７００

水溶性アズレン顆粒

大興製薬―日本薬品工業
消化器系疾患治療剤 アズレンスルホン

酸ナトリウム

1％バラ1kg ６４００

5kg ３２０００

水溶性アズレン顆粒１％「タイヨー」
大洋薬品
表在性炎症疾患治療剤 アズレンスルホ

ン酸ナトリウム

1％1kg ６４００

1g1200包 ７６８０

水溶性アズレン錠２mg「タイヨー」
大洋薬品
表在性炎症疾患治療剤 アズレンスルホ

ン酸ナトリウム

PTP2mg100T ５７０

1200T ６８４０

水溶性アズレン
アルプス―エイエルピイエス
胃・十二指腸潰瘍治療剤，含嗽剤

時価

アズレン点眼液わかもと
わかもと
消炎点眼液 アズレンスルホン酸ナトリ

ウム

0.02％5mL20本 １７１２

50本 ４２８０

アズレン点眼液T
日東メディック
非ステロイド性消炎点眼剤 アズレンス

ルホン酸ナトリウム

0.02％5mL10本 ８５６

50本 ４２８０

アズレンS 日清キョーリン製薬
含嗽剤 アズレンスルホン酸ナトリウム

0.4％1.5g500包 ４５７５

1000包 ９１５０

アズロキサ顆粒 寿製薬
胃潰瘍治療剤 エグアレンナトリ

ウム

0.6g140包 ６６８６

0.6g560包 ２６７４６

100g ７９６０

アズロゲン錠１.０ 高田製薬
精神神経用剤 ロラゼパム

1mg1000T ６４００

アズロゲン錠０.５ 高田製薬
精神神経用剤 ロラゼパム

PTP0.5mg

1000T ５７００

アスワートシロップ０.５％
大洋薬品
鎮咳去痰剤 チペピジンヒベンズ酸塩

500mL ７００

アセオシリン２５０カプセル
長生堂製薬

合成ペニシリン製剤 タランピシ

リン塩酸塩

250mg（力価）

100P ２１７０

アセサイド６％液 サラヤ
医療器具の化学的滅菌又は殺菌・

消毒 エタンペルオキソ酸（過酢酸）

75mL2本入 薬価未収

250mL2本入 薬価未収

500mL2本入 薬価未収

アセス 佐藤製薬
歯肉炎，歯槽膿漏
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