120000 ジアゼパム

セレナミン2mg

120010 ジアゼパム

セレナミン5mg

220000 フェノバルビタール

フェノバール錠30mg

320000 アミノフィリン

ネオフィリン

320010 エナラプリル

レニベース

320020 ジゴキシン

ジゴシン錠0.25mg

320030 ジゴキシン

ジゴシンエリキシル

320040 ジピリダモール

アンギナール

320050 マイレン酸エナラプリル

エナカルド錠1

320060 マイレン酸エナラプリル

エナカルド錠20

320070 マイレン酸エナラプリル

エナカルド錠5

320080 マイレン酸エナラプリル

エナカルド錠2.5

320090 塩酸プラゾシン

ミニプレス

420000
520000
620000 アセタゾールアミド

ダイアモックス

620010 グリセリン

アミラック

620020 スピロノラクトン

ノイダブル

620030 フロセミド

ラシックス20mg

620040 フロセミド

ラシックス40mg

620050 フロセミド

ラシックス細粒

620060 メチオニン

DL-メチオニン

620070 塩化ベタネコール

ベサコリン

620080 酢酸クロールマジノン

プロスタール

620090 猪苓湯

ツムラ 猪苓湯

720000 ウルソデオキシコール酸

ウルソサン

720010 コバルジン

コバルジン

720020 ジアスターゼ

ジアスターゼ

720030 シメチジン

タガメット

720040 タンニン酸ベルベリン

ベルベリン散

720050 パンクレアチン

パンクレアチン

720060 ピコスルファートナトリウム

ラキソベロン液

720070 メトクロプラミド

プリンペランシロップ

720080 メトクロプラミド

プリンペラン錠

720090 ラクツロース

ラクツロース

720100 ラクトフェリン

ラクトフェリ200

720110 ロペラミド

ロペミンカプセル

720120 ロペラミド

ロペミン細粒

720130 塩酸シプロヘプタジン

ペリアクチン シロップ

720140 塩酸シプロヘプタジン

ペリアクチン錠

720150 塩酸ベルベリン

フェロベリンA

720160 塩酸ラニチジン

ザンタック錠75

820000 ケトプロフェン

ケトフェン錠

820010 塩化リゾチーム

ミタチーム

820020 塩化リゾチーム

ミタチーム シロップ

920000 O.P'-DDD

ミトタン

920010 ガンマリノレン酸

リノビッツ

920020 プレドニゾロン

プレドニン錠5mg

920030 メチルテストステロン

エナルモン

920040 レボチロキシンナトリウム

チラージンS

920050 酢酸フルドロコルチゾン

フロリネフ

1020000 カルドメックチュアブルFX165

カルドメックチュアブルFX165

1020010 カルドメックチュアブルFX55

カルドメックチュアブルFX55

1020020 カルドメックチュアブルP136

カルドメックチュアブルP136

1020030 カルドメックチュアブルP272

カルドメックチュアブルP272

1020040 カルドメックチュアブルP34

カルドメックチュアブルP34

1020050 カルドメックチュアブルP68

カルドメックチュアブルP68

1020060 カルドメック錠136

カルドメック錠136

1020070 カルドメック錠23

カルドメック錠23

1020080 カルドメック錠68

カルドメック錠68

1020090 システックL

システックL

1020100 システックLL

システックLL

1020110 システックM

システックM

1020120 システックS

システックS

1020130 スルファジメトキシン

アプシード

1020140 ドロンシット錠

ドロンシット錠

1020150 パモ酸ピランテル

コンバントリン

1020160 プログラム液133mg

プログラム液133mg

1020170 プログラム液266mg

プログラム液266mg

1020180 プログラム錠L

プログラム錠L

1020190 プログラム錠LL

プログラム錠LL

1020200 プログラム錠M

プログラム錠M

1020210 プログラム錠S

プログラム錠S

1020220 ミルベマイシンA

ミルベマイシンA

1020230 ミルベマイシンA錠 1.25

ミルベマイシンA錠 1.25

1020240 ミルベマイシンA錠 10

ミルベマイシンA錠 10

1020250 ミルベマイシンA錠 2.5

ミルベマイシンA錠 2.5

1020260 ミルベマイシンA錠 5

ミルベマイシンA錠 5

1020270 ミルベマイシンA顆粒

ミルベマイシンA顆粒

1020280 ミルベマイシンD

ミルベマイシンD

1020290 メトロニタゾール

フラジール内服錠

1020300 モキシデック錠136

モキシデック錠136

1020310 モキシデック錠15

モキシデック錠15

1020320 モキシデック錠30

モキシデック錠30

1020330 モキシデック錠60

モキシデック錠60

1020340 モキシデック錠7.5

モキシデック錠7.5

1120000 アセチルスピラマイシン100

アセチルスピラマイシン100

1120010 アセチルスピラマイシン200

アセチルスピラマイシン200

1120020 アモキシシリン

パセトシン250mg

1120030 アモキシシリン

パセトシン50mg

1120040 アモキシシリン

ワイドシリン細粒200

1120050 アモキシシリン+クラブラン酸

オーグメンチン錠

1120060 エンロフロキサシン

バイトリル15mg

1120070 エンロフロキサシン

バイトリル2.5％HV液

1120080 エンロフロキサシン

バイトリル50

1120090 オルビフロキサシン

ビクタスS錠10mg

1120100 オルビフロキサシン

ビクタスS錠40mg

1120110 クラリスロマイシン

クラリシッド錠200mg

1120120 クリンダマイシン

アンチローブ25

1120130 クリンダマイシン

ダラシンカプセル150mg

1120140 クリンダマイシン

ダラシンカプセル75mg

1120150 クロラムフェニコール

クロラムフェニコール錠

1120160 クロラムフェニコール

クロロマイセチンパルミテート

1120170 セファレキシン

ラリキシン錠

1120180 セファレキシン

シンクル ドライシロップ

1120190 ドキシサイクリン

ビブラマイシン錠

1120200 トリメトプリム+スルファダイジン

トリブッセン錠-120

1120210 トリメトプリム+スルファダイジン

トリブッセン錠-480

1120220 ノルフロキサシン

バクシダール錠200mg

1120230 ホスホマイシンカルシウム

ホスミシン細粒

1120240 塩酸ミノサイクリン

ミノマイシン

1220000 グリセオフルビン

グリソビンFP

1220010 ケトコナゾール

ニゾラール

1320000 アザチオプリン

イムラン

1320010 シクロフォスファミド

エンドキサンP錠

1420000
1520000 ジンカダーム

ジンカダーム

1520010 鉄、銅、ビタミンB群

ペットチニック

1920000 アガリーペットサメ軟骨

アガリーペットサメ軟骨

1920010 グルタチオン

アトモラン

1920020 シクロスポリン

サンディミュン

1920030 ニュートリプラスゲル

ニュートリプラスゲル

1920040 バイオフラバノール

プロアントゾン小型犬用

1920050 バイオフラバノール

プロアントゾン中型犬用

1920060 フマール酸

ゼンラーゼU dog

1920070 フマール酸

ゼンラーゼU cat

1920080 亜鉛

ジンプロ

3120000 ジアゼパム

ダイアップ坐薬

3220000 リンデロン-VG

リンデロンVG軟膏

3320000 アドバンテージスポット100犬用

アドバンテージスポット100犬用

3320010 アドバンテージスポット250犬用

アドバンテージスポット250犬用

3320020 アドバンテージスポット400犬用

アドバンテージスポット400犬用

3320030 アドバンテージスポット40犬用

アドバンテージスポット40犬用

3320040 アドバンテージスポット40猫用

アドバンテージスポット40猫用

3320050 アドバンテージスポット80猫用

アドバンテージスポット80猫用

3320060 フロントライン・スプレー

フロントライン・スプレー

3320070 フロントライン スポットオン キャット

フロントライン スポットオン キャット

3320080 フロントライン スポットオン ドッグ

フロントライン スポットオン ドッグ

3420000 ゲンタシン軟膏

ゲンタシン軟膏

3420010 ゲンタマイシン

ゲンタシンクリーム

3420020 ビクタスSMTクリーム

ビクタスS-MTクリーム

3520000 ケトコナゾール

ニゾラールクリーム2％

3620000 グルコン酸クロルヘキシジン

ヒビテン液

3920000 イオウ

六一○ハップ

3920010 エピオティック

エピオティック

5020000 アズレンスルホン酸ナトリウム

アゾテシン

5020010 アトロピン

アトロピン点眼液1％

5020020 アトロピン

リュウアト1％眼軟膏

5020030 オキシテトラサイクリン

テラマイシン眼軟膏

5020040 オフロキサシン

タリビッド眼軟膏

5020050 オフロキサシン点眼液

タリビッド点眼液

5020060 グルタチオン点眼液

チオグルタン点眼液

5020070 デキサメサゾン

サンテゾーン0.05％眼軟膏

5020080 デキサメサゾン

サンテゾーン点眼液

5020090 ピノレキシン

カリーユニ

5020100 プラノプラフェン

ティアローズ点眼薬

5020110 フラビンアデニンジヌクレオチド

日点FA眼軟膏

5020120 マイレン酸チモロール

チモプトール0.25％

5020130 ﾗｸﾄﾋﾞｵﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ+ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
エコリシン眼軟膏
5020140 塩酸オキシブプロカイン

ベノキシール0.4％液

5020150 塩酸ピロカルピン

サンピロ1％

6020000
9020000 オーツシャンプー

オーツシャンプー

9020010 フェイシャルフェロモン類似化合物

フェリウェイ

