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株式会社ピーエスシー 取扱商品一覧表 #REF!

店舗名 商品コード 品名規格 メーカー名 販売単位 販売単価 登録日 ソート用品名 後発品 向精神薬 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6157 アーガメイト20%ゼリー25ｇ ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 3 個 ¥75.10 2009/10/06 ｱｰｶﾞﾒｲﾄ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3963 アーチスト錠2.5mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥20.40 2003/01/29 ｱｰﾁｽﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 717 アーチスト錠10mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥37.20 ｱｰﾁｽﾄ10   
株式会社ピーエスシー　八幡店 243 アーテン錠（2mg） ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥8.80 ｱｰﾃﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 787 アイトロール錠20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥12.70 ｱｲﾄﾛｰﾙ20  
株式会社ピーエスシー　八幡店 1945 アイピーディカプセル100 大鵬薬品工業㈱ 10 cp ¥33.30 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6888 アイファガン点眼液0.1%　5mL 武田薬品工業㈱ 1 本 ¥2,272.50 2012/06/07 ｱｲﾌｧｶﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 236 アキネトン錠1mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 ｱｷﾈﾄﾝ     
株式会社ピーエスシー　八幡店 4901 アクアチムクリーム1%　10g 大塚製薬㈱ 1 本 ¥320.00 2007/08/27 ｱｸｱﾁﾑｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4379 アクアチム軟膏1%　10g 大塚製薬㈱ 1 本 ¥320.00 2007/02/13 ｱｸｱﾁﾑﾅﾝｺｳ 
株式会社ピーエスシー　八幡店 4900 アクアチムローション1%　20mL 大塚製薬㈱ 1 本 ¥640.00 2007/08/30 ｱｸｱﾁﾑﾛｰｼｮﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5906 アクトシン軟膏　3%　30ｇ ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥1,302.00 2008/11/14 ｱｸﾄｼﾝﾅﾝ030 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3359 アクトス錠15 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥58.40 2000/05/15 ｱｸﾄｽ15    
株式会社ピーエスシー　八幡店 6611 アクトスOD錠15 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥58.40 2010/10/06 ｱｸﾄｽOD15
株式会社ピーエスシー　八幡店 6612 アクトスOD錠30 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥108.60 2013/06/20 ｱｸﾄｽOD30
株式会社ピーエスシー　八幡店 3889 アクトネル錠2.5mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥84.60 2002/07/03 ｱｸﾄﾈﾙ02.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 5988 アクトネル錠17.5ｍｇ ｴｰｻﾞｲ㈱ 1 錠 ¥502.00 2009/01/29 ｱｸﾄﾈﾙ17.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 7012 アクトネル錠75mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 1 錠 ¥2,199.00 2013/04/05 ｱｸﾄﾈﾙ75
株式会社ピーエスシー　八幡店 7029 アコファイド錠100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥36.90 2013/06/27 ｱｺﾌｧｲﾄﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2591 アザニン錠50mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥121.80 2003/06/02 ｱｻﾞﾆﾝ50   
株式会社ピーエスシー　八幡店 2234 アザルフィジンEN錠500mg あゆみ製薬㈱ 10 錠 ¥47.60 ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5001 アザルフィジンEN錠250mg あゆみ製薬㈱ 10 錠 ¥30.30 2005/10/26 ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2042 アシクロビル錠200㎎「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥31.00 2016/04/08 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4997 アシノン錠150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業㈱ 10 錠 ¥26.90 2008/01/04 ｱｼﾉﾝ150
株式会社ピーエスシー　八幡店 7131 アジルバ錠10mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥93.80 2015/08/25 ｱｼﾞﾙﾊﾞ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 6880 アジルバ錠20mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥140.20 2013/06/05 ｱｼﾞﾙﾊﾞ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 6881 アジルバ錠40mg 武田薬品工業㈱ 1 錠 ¥210.20 2012/07/20 ｱｼﾞﾙﾊﾞ40
株式会社ピーエスシー　八幡店 7438 アジレクト錠1mg 武田薬品工業㈱ 1 錠 ¥963.60 2019/08/01 ｱｼﾞﾚｸﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6047 アスタット外用液1%　10mL ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥315.00 2009/04/03 ｱｽﾀｯﾄｶﾞｲﾖｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6012 アスタットクリーム1%　10g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥315.00 2009/03/10 ｱｽﾀｯﾄｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6013 アスタット軟膏1%　10g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥315.00 2009/03/10 ｱｽﾀｯﾄﾅﾝｺｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2418 アストミン錠10mg ㈱ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌ 10 錠 ¥5.70 1999/03/01 ｱｽﾄﾐﾝ     
株式会社ピーエスシー　八幡店 4794 アズノールST錠口腔用5mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥15.30 2007/05/21 ｱｽﾞﾉｰﾙSTｺｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3928 アズノールうがい液4%　5mL 日本新薬㈱ 1 本 ¥188.50 2002/12/11 ｱｽﾞﾉｰﾙｳｶﾞｲ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4518 アズノール軟膏0.033% 20g 日本新薬㈱ 1 本 ¥54.00 2005/01/24 ｱｽﾞﾉｰﾙﾅﾝｺ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2590 アスパラ-CA錠200 ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥5.70 1999/03/01 ｱｽﾊﾟﾗCA200
株式会社ピーエスシー　八幡店 5357 アスパラカリウム錠300mg ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥5.90 2007/11/27 ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 590 アスペノンカプセル20 ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 10 cp ¥58.70 ｱｽﾍﾟﾉﾝ20  
株式会社ピーエスシー　八幡店 1488 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ坐剤小児用100mg「ＴＹＫ」 武田薬品工業㈱ 5 個 ¥19.70 2014/08/06 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1489 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ坐剤小児用200mg「ＴＹＫ」 武田薬品工業㈱ 5 個 ¥20.30 2014/08/06 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2695 アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 丸石製薬㈱ 10 錠 ¥6.70 2017/10/01 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2711 アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 丸石製薬㈱ 10 錠 ¥7.60 2017/10/01 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1698 アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥10.40 2015/05/11 ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1699 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥18.40 2015/05/11 ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1774 アゾセミド錠30mg「JG」 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ㈱ 10 錠 ¥10.10 2017/09/01 ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2540 アゾセミド錠60mg「ＪＧ」 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ㈱ 10 錠 ¥15.60 2017/09/01 ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ60 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7088 アゾルガ配合懸濁性点眼液　5mL ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 本 ¥1,937.50 2013/12/18 ｱｿﾞﾙｶﾞﾊｲｺﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2884 アダプチノール錠5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 10 錠 ¥41.30 2000/03/01 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ 
株式会社ピーエスシー　八幡店 3321 アダラートCR錠10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 10 錠 ¥13.50 2001/03/12 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR10
株式会社ピーエスシー　八幡店 3020 アダラートCR錠20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 10 錠 ¥23.50 2000/03/01 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR20
株式会社ピーエスシー　八幡店 3322 アダラートCR錠40mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 10 錠 ¥44.80 2000/06/15 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR40
株式会社ピーエスシー　八幡店 2320 アダラートL錠10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 10 錠 ¥13.60 2000/09/01 ｱﾀﾞﾗｰﾄL10
株式会社ピーエスシー　八幡店 322 アタラックス-Pカプセル25mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 cp ¥5.90 ｱﾀﾗｯｸｽP25
株式会社ピーエスシー　八幡店 7143 アテディオ配合錠 持田製薬㈱ 10 錠 ¥102.60 2014/08/19 ｱﾃﾃﾞｨｵ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1822 アテノロール錠25mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥5.90 2015/10/09 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4691 アデホスコーワ顆粒10%　1g 興和創薬㈱ 3 包 ¥22.50 2006/09/21 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1810 アデホスコーワ腸溶錠20 興和創薬㈱ 10 錠 ¥5.70 2003/02/01 ｱﾃﾞﾎｽﾁｮｳ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 7115 アテレック錠20 持田製薬㈱ 10 錠 ¥76.10 2016/08/24 ｱﾃﾚｯｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2885 アテレック錠10 持田製薬㈱ 10 錠 ¥43.50 2000/03/01 ｱﾃﾚｯｸ10   
株式会社ピーエスシー　八幡店 6223 アドエア50エアゾール120吸入用 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 個 ¥6,708.80 2009/10/23 ｱﾄﾞｴｱ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7435 アトーゼット配合錠ＨＤ MSD㈱ 10 錠 ¥171.30 2018/06/19 ｱﾄｰｾﾞｯﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7436 アトーゼット配合錠ＬＤ MSD㈱ 10 錠 ¥171.80 2018/06/19 ｱﾄｰｾﾞｯﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6445 アドシルカ錠20mg 日本新薬㈱ 1 錠 ¥1,802.80 2010/03/08 ｱﾄﾞｼﾙｶ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 2414 アドナ錠10mg ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥5.90 2001/03/12 ｱﾄﾞﾅ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 4589 アドナ錠30mg ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥9.80 2006/02/21 ｱﾄﾞﾅ30
株式会社ピーエスシー　八幡店 5415 アドフィードパップ40mg　6枚入 科研製薬㈱ 1 袋 ¥102.60 2008/03/10 ｱﾄﾞﾌｨｰﾄﾞﾊﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5463 アドフィードパップ　40mg　７枚入 科研製薬㈱ 1 袋 ¥119.70 2010/08/24 ｱﾄﾞﾌｨｰﾄﾞﾊﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1562 アトラントクリーム1%　10g 久光製薬㈱ 1 本 ¥338.00 2010/10/26 ｱﾄﾗﾝﾄｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1571 アトルバスタチンOD10mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥29.20 2014/12/10 ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1655 アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥15.00 2015/03/24 ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3926 アトロベントエロゾル20μg　10mL 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥790.30 2003/01/06 ｱﾄﾛﾍﾞﾝﾄｴﾛｿ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1726 アナストロゾール錠1mg「ＥＥ」 日医工㈱ 10 錠 ¥125.60 2016/04/06 ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 288 アナフラニール錠10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥9.60 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 7243 アノーロエリプタ30吸入用 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 個 ¥7,585.60 2015/11/26 ｱﾉｰﾛｴﾘﾌﾟﾀ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5738 アバプロ錠100mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥93.60 2009/10/01 ｱﾊﾞﾌﾟﾛ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 5872 アフタシール25μg　10枚入 大正製薬㈱ 1 袋 ¥379.00 2008/09/17 ｱﾌﾀｼｰﾙ25 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6203 アフタッチ口腔用貼付剤25μg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥36.00 2009/10/22 ｱﾌﾀｯﾁ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7122 アプルウェイ錠20mg 興和㈱ 10 錠 ¥198.10 2014/06/26 ｱﾌﾟﾙｳｪｲ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1056 アプレース錠100mg 杏林製薬㈱ 10 錠 ¥11.20 ｱﾌﾟﾚｰｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2420 アプレゾリン錠10mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥9.40 1999/03/01 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 4618 アベロックス錠400mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 1 錠 ¥444.20 2006/01/06 ｱﾍﾞﾛｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6146 アボルブカプセル0.5mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 cp ¥214.00 2009/09/18 ｱﾎﾞﾙﾌﾞｶﾌﾟｾ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5714 アマージ錠2.5mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 錠 ¥825.90 2008/05/15 ｱﾏｰｼﾞ2.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 6522 アマリール0.5mg錠 ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥10.10 2010/08/24 ｱﾏﾘｰﾙ0.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 3345 アマリール1mg錠 ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥15.00 2000/05/15 ｱﾏﾘｰﾙ01   
株式会社ピーエスシー　八幡店 6812 アマリールOD錠1mg ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥15.00 2013/08/12 ｱﾏﾘｰﾙOD1
株式会社ピーエスシー　八幡店 1123 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 ﾄｰｱｴｲﾖｰ㈱ 10 錠 ¥123.40 2013/04/18 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ100 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7005 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥73.20 2013/02/07 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ50 後発品



2/16

株式会社ピーエスシー 取扱商品一覧表 #REF!

店舗名 商品コード 品名規格 メーカー名 販売単位 販売単価 登録日 ソート用品名 後発品 向精神薬 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7495 アミティーザカプセル12μg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 10 錠 ¥60.70 2019/04/15 ｱﾐﾃｨｰｻﾞ12
株式会社ピーエスシー　八幡店 6971 アミティーザカプセル24μg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 10 cp ¥120.40 2013/03/22 ｱﾐﾃｨｰｻﾞ24
株式会社ピーエスシー　八幡店 1517 アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥15.20 2014/08/06 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1519 アムロジピンOD10mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥24.90 2014/08/06 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6678 アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥10.10 2014/08/06 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2525 アムロジン錠2.5mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥21.40 2005/06/09 ｱﾑﾛｼﾞﾝ2.5 
株式会社ピーエスシー　八幡店 784 アムロジン錠5mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥38.00 2003/02/01 ｱﾑﾛｼﾞﾝ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 4716 アムロジンOD錠2.5mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥21.40 2007/01/04 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD02
株式会社ピーエスシー　八幡店 4717 アムロジンOD錠5mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥38.00 2007/01/04 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD05
株式会社ピーエスシー　八幡店 7353 アメナリーフ錠200mg ﾏﾙﾎ㈱ 1 錠 ¥1,401.40 2017/12/01 ｱﾒﾅﾘｰﾌ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 1843 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 日医工㈱ 10 cp ¥10.10 2016/01/04 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 89 アモバン錠7.5 日医工㈱ 10 錠 ¥15.80 ｱﾓﾊﾞﾝ07.5 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 5981 アラセナ－A軟膏3%　5g 持田製薬㈱ 1 本 ¥1,142.00 2009/03/06 ｱﾗｾﾅAﾅﾝｺｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4400 アラバ錠　１０ｍｇ ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥134.50 2003/10/23 ｱﾗﾊﾞ010   
株式会社ピーエスシー　八幡店 6111 アラミスト点鼻液27.5μg　56噴霧用 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 本 ¥1,836.50 2009/08/10 ｱﾗﾐｽﾄﾃﾝﾋﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2874 アリセプト錠5mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 1 錠 ¥237.70 2000/05/15 ｱﾘｾﾌﾟﾄ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 4490 アリセプトD錠3mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 14 錠 ¥161.30 2004/11/01 ｱﾘｾﾌﾟﾄD03
株式会社ピーエスシー　八幡店 4491 アリセプトD錠5mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 1 錠 ¥237.70 2004/11/01 ｱﾘｾﾌﾟﾄD05
株式会社ピーエスシー　八幡店 5372 アリセプトD錠10mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 1 錠 ¥419.60 2009/06/19 ｱﾘｾﾌﾟﾄD10
株式会社ピーエスシー　八幡店 1615 25mgアリナミンF糖衣錠 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.90 ｱﾘﾅﾐﾝF25  
株式会社ピーエスシー　八幡店 1040 アルサルミン細粒90%　1g 日医工㈱ 3 包 ¥6.50 ｱﾙｻﾙﾐﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 604 アルダクトンA錠25mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥18.90 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA
株式会社ピーエスシー　八幡店 7069 アルダクトンA錠50mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥40.00 2013/11/21 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA
株式会社ピーエスシー　八幡店 6915 アルタットカプセル75mg 武田薬品工業㈱ 10 cp ¥32.30 2012/09/03 ｱﾙﾀｯﾄ75
株式会社ピーエスシー　八幡店 661 アルドメット錠250 ㈱ﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝ 10 錠 ¥9.80 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ250
株式会社ピーエスシー　八幡店 5663 アルファカルシドール0.5μg錠 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.90 ｱﾙﾌｧｶﾙｼ0.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 1659 アルファカルシドールカプセル0.25μg「ﾄｰﾜ」 東和薬品㈱ 10 cp ¥5.90 2015/03/31 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1602 アルファロールカプセル0.25μg 中外製薬㈱ 10 cp ¥13.60 ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ0.2
株式会社ピーエスシー　八幡店 2326 アルファロールカプセル1μg 中外製薬㈱ 10 cp ¥35.50 ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ1
株式会社ピーエスシー　八幡店 1496 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥5.70 2014/08/06 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 後発品 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 1445 アルメタ軟膏　5g 塩野義製薬㈱ 1 本 ¥157.50 ｱﾙﾒﾀﾅﾝｺｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6160 アルロイドG内用液5%　600mL ｶｲｹﾞﾝﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥924.00 2009/10/07 ｱﾙﾛｲﾄﾞG600
株式会社ピーエスシー　八幡店 3766 アレグラ錠60mg ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥52.50 2001/02/13 ｱﾚｸﾞﾗ60
株式会社ピーエスシー　八幡店 7406 アレサガテープ８ｍｇ 久光製薬㈱ 7 枚 ¥92.50 2020/05/12 ｱﾚｻｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7080 アレジオン点眼液0.05%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥1,768.00 2014/01/21 ｱﾚｼﾞｵﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3088 アレジオン錠10 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥57.90 2000/03/01 ｱﾚｼﾞｵﾝ10  
株式会社ピーエスシー　八幡店 3788 アレジオン錠20 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥76.00 2001/02/06 ｱﾚｼﾞｵﾝ20  
株式会社ピーエスシー　八幡店 7754 アレジオンLX点眼液0.1%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥3,518.00 2020/02/19 ｱﾚｼﾞｵﾝｴﾙｴｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2423 アレビアチン錠100mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥12.90 1999/03/01 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 6799 アレロック顆粒0.5%　0.5g 協和ｷﾘﾝ㈱ 2 包 ¥27.75 2012/03/17 ｱﾚﾛｯｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6637 アレロックOD錠5 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥41.20 2011/01/21 ｱﾚﾛｯｸOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 2039 アレンドロン酸錠35㎎「ファイザー」 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 2 錠 ¥167.70 2016/04/07 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝｻﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6313 アローゼン顆粒　1g ㈱ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 4 包 ¥7.00 2009/11/06 ｱﾛｰｾﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6310 アローゼン顆粒　0.5g ｻﾝﾌｧｰﾏ㈱ 4 包 ¥3.50 2009/11/06 ｱﾛｰｾﾞﾝ0.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 6922 アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥21.40 2012/08/21 ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 2587 アロフト錠20mg ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥15.90 ｱﾛﾌﾄ20    
株式会社ピーエスシー　八幡店 1281 アロプリノール錠100mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥7.80 2013/10/10 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3946 アロマシン錠25mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 1 錠 ¥342.30 2003/02/01 ｱﾛﾏｼﾝ     
株式会社ピーエスシー　八幡店 6016 アンテベートクリーム0.05%　5g 鳥居薬品㈱ 1 本 ¥116.50 2009/03/12 ｱﾝﾃﾍﾞｰﾄｸﾘｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6001 アンテベート軟膏0.05%　5g 鳥居薬品㈱ 1 本 ¥116.50 2009/02/25 ｱﾝﾃﾍﾞｰﾄﾅﾝｺ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3915 アンテベートローション0.05%　10g 鳥居薬品㈱ 1 本 ¥233.00 2003/01/28 ｱﾝﾃﾍﾞｰﾄﾛｰｼ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4588 アンヒバ坐剤小児用200mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 5 個 ¥24.80 2005/09/21 ｱﾝﾋﾊﾞｻﾞｻﾞｲ 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4590 アンヒバ坐剤小児用100mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 5 個 ¥19.70 2005/09/26 ｱﾝﾋﾊﾞｻﾞｻﾞｲ 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1505 アンブロキソール塩酸塩15mg錠「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 2014/08/06 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1543 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放OD45mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥20.80 2014/09/04 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6604 イーケプラ錠250mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬ 10 錠 ¥124.70 2010/10/01 ｲｰｹﾌﾟﾗ250
株式会社ピーエスシー　八幡店 6605 イーケプラ錠500mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬ 1 錠 ¥203.50 2010/10/01 ｲｰｹﾌﾟﾗ500
株式会社ピーエスシー　八幡店 6278 イーシー・ドパール配合錠 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥26.20 2009/11/04 ｲｰｼｰﾄﾞﾊﾟｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 815 EPLカプセル250mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 cp ¥7.70 ｲｰﾋﾟｰｴﾙ   後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6878 イグザレルト錠10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 1 錠 ¥364.10 2012/07/04 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 6865 イグザレルト錠15mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 1 錠 ¥517.00 2012/07/04 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ15
株式会社ピーエスシー　八幡店 7439 イクスタンジ錠４０ｍｇ ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 1 錠 ¥2,397.70 2018/06/28 ｲｸｽﾀﾝｼﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7444 イクスタンジ錠８０ｍｇ ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 1 錠 ¥4,648.20 2018/07/30 ｲｸｽﾀﾝｼﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7203 イクセロンパッチ　18mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 枚 ¥398.80 2019/05/17 ｲｸｾﾛﾝ18
株式会社ピーエスシー　八幡店 6748 イクセロンパッチ　4.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 枚 ¥316.50 2019/05/28 ｲｸｾﾛﾝ4.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 1660 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬㈱ 7 包 ¥37.50 2015/03/31 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄｻﾝｴ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2238 イスコチン錠100mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥9.80 ｲｽｺﾁﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7297 イソジンガーグル液7%　30mL 塩野義製薬㈱ 1 本 ¥93.00 2016/10/03 ｲｿｼﾞﾝｶﾞｰｸﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7298 イソジンゲル10%　20g 塩野義製薬㈱ 1 本 ¥106.00 2016/10/05 ｲｿｼﾞﾝｹﾞﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6791 イソバイドシロップ70%分包30mL 日本新薬㈱ 1 包 ¥131.60 2011/10/27 ｲｿﾊﾞｲﾄﾞ30
株式会社ピーエスシー　八幡店 1380 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥7.70 2014/03/28 ｲﾁｼｮｳｻﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5382 イドメシンコーワパップ70mg　5枚入 興和創薬㈱ 1 袋 ¥85.50 2008/02/20 ｲﾄﾞﾒｼﾝｺｰﾜﾊ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2274 イトリゾールカプセル50 ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱ 1 cp ¥262.00 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ50 
株式会社ピーエスシー　八幡店 7264 イフェクサーSRカプセル37.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 cp ¥141.40 2016/02/08 ｲﾌｪｸｻｰSR
株式会社ピーエスシー　八幡店 7265 イフェクサーSRカプセル75mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 1 cp ¥237.10 2016/02/08 ｲﾌｪｸｻｰSR
株式会社ピーエスシー　八幡店 3844 イミグラン錠50 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 錠 ¥646.40 2001/09/20 ｲﾐｸﾞﾗﾝ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 7818 イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 杏林製薬㈱ 10 錠 ¥34.80 2020/08/03 ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2330 イムラン錠50mg ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟ 10 錠 ¥120.20 ｲﾑﾗﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6425 イメンドカプセル80mg 小野薬品工業㈱ 1 cp ¥2,580.80 2010/02/01 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5897 イリボー錠5μg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥146.40 2008/10/14 ｲﾘﾎﾞｰ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 7423 イルアミクス配合錠ＬＤ「ＤＳＰＢ」 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥38.70 2018/07/30 ｲﾙｱﾐｸｽ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7424 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥44.30 2018/07/30 ｲﾙｱﾐｸｽ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3038 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＤＳＰＢ」 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥19.60 2018/01/11 ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3043 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥39.30 2018/01/11 ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6031 イルベタン錠50mg 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥49.10 2009/03/27 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ050
株式会社ピーエスシー　八幡店 5739 イルベタン錠100mg 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥92.70 2009/10/02 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 6075 インタール点眼液2%　5mL ｻﾉﾌｨ㈱ 1 本 ¥567.40 2009/04/24 ｲﾝﾀｰﾙﾃﾝｶﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6076 インタール点鼻液2%　9.5mL ｻﾉﾌｨ㈱ 1 本 ¥682.70 2009/04/24 ｲﾝﾀｰﾙﾃﾝﾋﾞ
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店舗名 商品コード 品名規格 メーカー名 販売単位 販売単価 登録日 ソート用品名 後発品 向精神薬 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7332 インチュニブ錠1mg 塩野義製薬㈱ 1 錠 ¥410.70 2017/07/05 ｲﾝﾁｭﾆﾌﾞ1
株式会社ピーエスシー　八幡店 2691 インテバン坐剤50 帝國製薬㈱ 5 個 ¥19.70 2003/02/01 ｲﾝﾃﾊﾞﾝ50 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5845 インテバン外用液1%　50mL 帝國製薬㈱ 1 本 ¥285.00 2008/09/08 ｲﾝﾃﾊﾞﾝｶﾞｲﾖ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5842 インテバンクリーム1%　25g 帝國製薬㈱ 1 本 ¥142.50 2008/11/26 ｲﾝﾃﾊﾞﾝｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5847 インテバンクリーム1%　50g 帝國製薬㈱ 1 本 ¥285.00 2008/11/10 ｲﾝﾃﾊﾞﾝｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 569 インデラル錠10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 10 錠 ¥12.50 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ010
株式会社ピーエスシー　八幡店 154 インフリ-Sカプセル200mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 cp ¥27.20 ｲﾝﾌﾘｰS
株式会社ピーエスシー　八幡店 7163 ヴォトリエント錠200mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 錠 ¥4,219.00 2015/06/01 ｳﾞｫﾄﾘｴﾝﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3075 ウブレチド錠5mg 鳥居薬品㈱ 10 錠 ¥17.80 2000/03/01 ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ   
株式会社ピーエスシー　八幡店 6312 ウラリット配合錠 日本ｹﾐﾌｧ㈱ 10 錠 ¥9.00 2009/11/06 ｳﾗﾘｯﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6311 ウラリット-U配合散　1g 日本ｹﾐﾌｧ㈱ 3 包 ¥17.30 2009/11/06 ｳﾗﾘｯﾄU
株式会社ピーエスシー　八幡店 7054 ウリアデック錠20mg ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥18.00 2016/05/11 ｳﾘｱﾃﾞｯｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7098 ウリアデック錠40mg ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥33.20 2014/03/06 ｳﾘｱﾃﾞｯｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7281 ウリアデック錠60㎎ ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥48.90 2016/05/12 ｳﾘｱﾃﾞｯｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6680 ウリトスOD錠0.1mg 杏林製薬㈱ 10 錠 ¥87.70 2011/05/19 ｳﾘﾄｽOD01
株式会社ピーエスシー　八幡店 4480 ウルソ錠50mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥9.00 2004/10/01 ｳﾙｿ050
株式会社ピーエスシー　八幡店 1158 ウルソ錠100mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥10.10 ｳﾙｿ100    
株式会社ピーエスシー　八幡店 1620 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥6.60 2015/03/01 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7065 ウルティブロ吸入用カプセル 7Pｼｰﾄ MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 1 枚 ¥1,690.50 2014/01/06 ｳﾙﾃｨﾌﾞﾛ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4902 ウレパールローション10%　20g 大塚製薬㈱ 1 本 ¥114.00 2007/10/01 ｳﾚﾊﾟｰﾙ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 4903 ウレパールクリーム10%　20g 大塚製薬㈱ 1 本 ¥114.00 2007/09/13 ｳﾚﾊﾟｰﾙｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4593 ウロカルン錠225mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥8.10 2005/10/31 ｳﾛｶﾙﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4951 エイゾプト懸濁性点眼液1%　5mL ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 本 ¥1,647.00 2007/10/01 ｴｲｿﾞﾌﾟﾄｹﾝﾀ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7492 エイベリス点眼液0.002%　2.5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥2,377.50 2019/01/29 ｴｲﾍﾞﾘｽ 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6026 エカード配合錠HD 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥111.80 2009/04/01 ｴｶｰﾄﾞHD
株式会社ピーエスシー　八幡店 1523 エキザルベ　5g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥128.00 ｴｷｻﾞﾙﾍﾞ   
株式会社ピーエスシー　八幡店 6480 エクア錠50mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥72.50 2010/05/10 ｴｸｱ
株式会社ピーエスシー　八幡店 128 エクセグラン錠100mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥25.40 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2461 エクセラーゼ配合錠 MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 20 錠 ¥5.70 2018/07/31 ｴｸｾﾗｰｾﾞﾊｲｺ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7250 エクメット配合錠HD 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥72.30 2016/02/01 ｴｸﾒｯﾄHD
株式会社ピーエスシー　八幡店 7249 エクメット配合錠LD 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥72.40 2016/02/01 ｴｸﾒｯﾄLD
株式会社ピーエスシー　八幡店 504 エコリシン眼軟膏　3.5g 参天製薬㈱ 1 本 ¥245.35 ｴｺﾘｼﾝｶﾞﾝﾅﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6260 S･M配合散　1.3g ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 3 包 ¥8.19 2009/11/02 ｴｽｴﾑｻﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6259 SG配合顆粒　1g 塩野義製薬㈱ 3 包 ¥10.20 2009/10/30 ｴｽｼﾞｰｶﾘｭｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5398 エストラーナテープ0.72mg 久光製薬㈱ 7 枚 ¥98.30 2008/04/01 ｴｽﾄﾗｰﾅﾃｰﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1240 エストリール錠1mg 持田製薬㈱ 10 錠 ¥14.30 ｴｽﾄﾘｰﾙ1.0
株式会社ピーエスシー　八幡店 1309 エストリール腟錠0.5mg 持田製薬㈱ 10 錠 ¥18.60 ｴｽﾄﾘｰﾙﾁﾂ  
株式会社ピーエスシー　八幡店 6333 SPトローチ0.25mg「明治」 MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 12 錠 ¥5.70 2009/11/17 ｴｽﾋﾟｰﾄﾛｰﾁ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2304 エスワンタイホウ配合OD錠Ｔ25 大鵬薬品工業㈱ 1 錠 ¥316.00 2017/08/01 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4523 エチゾラム錠　0.5mg　「ＥＭＥＣ」 日医工㈱ 10 錠 ¥6.40 2005/01/14 ｴﾁｿﾞﾗﾑ05 後発品 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 6479 エックスフォージ配合錠 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 14 錠 ¥89.40 2010/04/26 ｴｯｸｽﾌｫｰｼﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7210 エックスフォージ配合OD錠 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 14 錠 ¥89.40 2015/07/07 ｴｯｸｽﾌｫｰｼﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6679 エディロールカプセル0.75μg 大正製薬㈱ 10 cp ¥98.20 2011/04/11 ｴﾃﾞｨﾛｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6830 エディロールカプセル0.5μg 中外製薬㈱ 10 cp ¥69.20 2013/11/21 ｴﾃﾞｨﾛｰﾙ0.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 1425 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥10.10 2014/05/14 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7138 エネーボ配合経腸用液　250mL ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟ 1 缶 ¥182.50 2014/08/04 ｴﾈｰﾎﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4569 エバステルOD錠10mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥76.50 2005/10/03 ｴﾊﾞｽﾃﾙOD10
株式会社ピーエスシー　八幡店 2766 エパデールS600 持田製薬㈱ 7 包 ¥59.20 1999/09/06 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS6
株式会社ピーエスシー　八幡店 4552 エパデールS900 持田製薬㈱ 7 包 ¥82.60 2005/05/30 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS9
株式会社ピーエスシー　八幡店 1721 エパデールカプセル300 持田製薬㈱ 10 cp ¥32.60 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙｶﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2767 エバミール錠1.0 ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 10 錠 ¥18.10 2000/09/01 ｴﾊﾞﾐｰﾙ 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 4466 エビスタ錠60mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱ 10 錠 ¥90.70 2004/06/03 ｴﾋﾞｽﾀ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1322 エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥26.30 2015/08/25 ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5888 エビプロスタット配合錠DB 日本新薬㈱ 10 錠 ¥37.90 2008/09/25 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4683 エビリファイ錠3mg 大塚製薬㈱ 10 錠 ¥61.70 2006/06/12 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ03
株式会社ピーエスシー　八幡店 4684 エビリファイ錠6mg 大塚製薬㈱ 10 錠 ¥117.30 2006/06/12 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ06
株式会社ピーエスシー　八幡店 7144 エフィエント錠3.75mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥275.00 2014/08/19 ｴﾌｨｴﾝﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2428 エブランチルカプセル15mg 科研製薬㈱ 10 cp ¥15.90 1999/03/01 ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ15
株式会社ピーエスシー　八幡店 1647 エペリゾン塩酸塩錠50mg「NP」 ニプロ㈱ 10 錠 ¥5.90 2015/03/24 ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ50 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2335 ＭＳ温シップ「ﾀｲﾎｳ」20g　5枚入 帝國製薬㈱ 1 袋 ¥86.00 ｴﾑｴｽｵﾝｼｯﾌﾟ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7018 エリキュース錠2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥134.80 2013/03/08 ｴﾘｷｭｰｽ2.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 7019 エリキュース錠5mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 1 錠 ¥244.70 2013/03/08 ｴﾘｷｭｰｽ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 3494 エリスロシン錠100mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 10 錠 ¥7.70 2000/09/01 ｴﾘｽﾛｼﾝ100 
株式会社ピーエスシー　八幡店 2199 エリスロシン錠200mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 10 錠 ¥13.40 ｴﾘｽﾛｼﾝ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 7159 エルカルチンＦＦ錠100mg 大塚製薬㈱ 10 錠 ¥90.50 2015/01/23 ｴﾙｶﾙﾁﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7160 エルカルチンＦＦ錠250mg 大塚製薬㈱ 1 錠 ¥269.00 2015/01/23 ｴﾙｶﾙﾁﾝFF
株式会社ピーエスシー　八幡店 7479 エルカルチンFF内用液10%　分包10mL 大塚製薬㈱ 1 包 ¥678.70 2019/04/09 ｴﾙｶﾙﾁﾝｴﾌｴﾌ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5040 L-ｹﾌﾚｯｸｽ顆粒　1g(500㎎力価) 共和薬品工業㈱ 4 包 ¥80.90 2015/03/30 ｴﾙｹﾌﾚｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7174 L-ｹﾌﾚｯｸｽ小児用顆粒　1g(200㎎力価) 共和薬品工業㈱ 4 包 ¥71.40 2015/01/23 ｴﾙｹﾌﾚｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7825 エルデカルシトールｶﾌﾟｾﾙ　0.75μg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬㈱ 10 cp ¥35.30 2020/09/11 ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4832 エンシュア･H（ｺｰﾋｰ味）250mL ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟ 1 缶 ¥235.00 2007/01/30 ｴﾝｼｭｱHｺｰﾋｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6360 エンシュア･H (黒糖味) 250mL ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟ 1 缶 ¥235.00 2009/11/30 ｴﾝｼｭｱHｺｸﾄｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4750 エンシュア･H（ﾊﾞﾅﾅ味）250mL ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟ 1 缶 ¥235.00 2006/08/29 ｴﾝｼｭｱHﾊﾞﾅﾅ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3491 エンシュア･H（ﾊﾞﾆﾗ味）250mL ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟ 1 缶 ¥235.00 ｴﾝｼｭｱHﾊﾞﾆﾗ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7051 エンシュア･H（ﾒﾛﾝ味）250mL ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟ 1 缶 ¥235.00 2013/10/21 ｴﾝｼｭｱHﾒﾛﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2430 エンシュア･リキッド(ﾊﾞﾆﾗ味) 250mL ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟ 1 缶 ¥135.00 1999/03/01 ｴﾝｼｭｱﾘｷｯﾄﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2431 エンシュア･リキッド(ｺｰﾋｰ味)250mL ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟ 1 缶 ¥135.00 1999/03/01 ｴﾝｼｭｱﾘｷｯﾄﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2955 エンシュア･リキッド(ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ味) 250mL ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟ 1 缶 ¥135.00 2000/03/01 ｴﾝｼｭｱﾘｷｯﾄﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2164 エンタカポン錠100mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥54.40 2016/12/22 ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5792 エンテロノン‐R散　1g EAﾌｧｰﾏ㈱ 3 包 ¥6.30 2008/08/01 ｴﾝﾃﾛﾉﾝRｻﾝ1
株式会社ピーエスシー　八幡店 7851 エンレスト錠100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 10 錠 ¥115.20 2020/10/13 ｴﾝﾚｽﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7852 エンレスト錠200mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 錠 ¥201.90 2020/10/13 ｴﾝﾚｽﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2434 オイグルコン錠1.25mg 太陽ﾌｧﾙﾏ㈱ 10 錠 ¥6.40 1999/03/01 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ1.2
株式会社ピーエスシー　八幡店 4834 オイラックスHクリーム　5g 日新製薬㈱ 1 本 ¥65.00 2007/04/06 ｵｲﾗｯｸｽHｸ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 4835 オイラックスHクリーム　10g 日新製薬㈱ 1 本 ¥130.00 2007/03/28 ｵｲﾗｯｸｽHｸ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 4833 オイラックスクリーム10%　10g 日新製薬㈱ 1 本 ¥39.10 2007/05/08 ｵｲﾗｯｸｽｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6359 オーグメンチン配合錠250RS  1ｼｰﾄ6錠 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 枚 ¥274.20 2013/11/21 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6213 オーグメンチン配合錠125SS　1ｼｰﾄ　６錠 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 袋 ¥190.80 2009/10/23 ｵｰｸﾞﾒﾝﾊ125
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株式会社ピーエスシー　八幡店 1638 オキサトミド錠30mg「日医工」 日医工㈱ 10 錠 ¥5.90 2015/03/24 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4776 オキサロール軟膏25μg/g　10g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥962.00 2006/10/17 ｵｷｻﾛｰﾙﾅﾝｺ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4946 オキサロールローション　25μg/g　１０ｇ ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥962.00 2007/08/24 ｵｷｻﾛｰﾙﾛｰｼｮ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1872 オダイン錠125mg 日本化薬㈱ 1 錠 ¥216.80 ｵﾀﾞｲﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1946 オノンカプセル112.5mg 小野薬品工業㈱ 14 cp ¥46.00 ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ  
株式会社ピーエスシー　八幡店 1719 オパルモン錠5μg 小野薬品工業㈱ 21 錠 ¥41.80 ｵﾊﾟﾙﾓﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6040 ｵﾌﾛｷｻｼﾝｹﾞﾙ化点眼液0.3％「わかもと」5ml わかもと製薬㈱ 1 本 ¥210.50 2009/03/27 ｵﾌﾛｷｻｼﾝｹﾞﾙ 後発品 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3794 オメプラール錠10 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 10 錠 ¥58.70 2001/05/14 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ010
株式会社ピーエスシー　八幡店 1064 オメプラール錠20 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 10 錠 ¥90.50 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ020
株式会社ピーエスシー　八幡店 4923 オラドールＳトローチ　０．５ｍｇ 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.90 2007/09/11 ｵﾗﾄﾞｰﾙSﾄﾛﾁ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4922 オラドールトローチ0.5mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.90 2007/10/05 ｵﾗﾄﾞｰﾙﾄﾛｰﾁ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2134 オランザピンOD錠5mg「杏林」 杏林製薬㈱ 10 錠 ¥31.40 2016/08/23 ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7462 オルケディア錠　１ｍｇ 協和ｷﾘﾝ㈱ 1 錠 ¥279.80 2019/06/10 ｵﾙｹ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7463 オルケディア錠　２ｍｇ 協和ｷﾘﾝ㈱ 1 錠 ¥410.90 2019/06/10 ｵﾙｹﾃﾞｨｱ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2608 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥17.70 2017/10/01 ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2637 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥33.90 2017/10/01 ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2642 オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥49.50 2017/10/01 ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7253 オルメテックOD錠10mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥50.40 2016/02/01 ｵﾙﾒﾃｯｸOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 7254 オルメテックOD錠20mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥95.50 2016/02/01 ｵﾙﾒﾃｯｸOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 7260 オルメテックOD錠40mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥142.90 2016/02/01 ｵﾙﾒﾃｯｸOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 2011 オロパタジン塩酸塩OD錠5㎎「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥13.80 2016/03/03 ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7038 オングリザ錠5mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥117.60 2013/07/10 ｵﾝｸﾞﾘｻﾞ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 6845 オンブレス吸入用カプセル150μg　7Pｼｰﾄ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 枚 ¥975.80 2013/02/01 ｵﾝﾌﾞﾚｽ150
株式会社ピーエスシー　八幡店 1002 ガスコン錠40mg ｷｯｾｲ薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.70 ｶﾞｽｺﾝ40   
株式会社ピーエスシー　八幡店 3741 ガスターD錠10mg LTLﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥20.80 2000/12/18 ｶﾞｽﾀｰD010
株式会社ピーエスシー　八幡店 3740 ガスターD錠20mg LTLﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥25.30 2001/03/27 ｶﾞｽﾀｰD020
株式会社ピーエスシー　八幡店 4744 ガストローム顆粒66.7%　1.5g 田辺三菱製薬㈱ 2 包 ¥25.20 2006/08/28 ｶﾞｽﾄﾛｰﾑｶﾘｭ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2719 ガスモチン錠5mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥14.40 1999/03/01 ｶﾞｽﾓﾁﾝ5   
株式会社ピーエスシー　八幡店 1062 ガスロンN錠2mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥21.20 2000/09/01 ｶﾞｽﾛﾝN2   
株式会社ピーエスシー　八幡店 4898 ガスロンN･OD錠2mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥21.20 2007/09/27 ｶﾞｽﾛﾝNOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 6498 ガスロンN･OD錠4mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥23.20 2010/07/01 ｶﾞｽﾛﾝNOD4
株式会社ピーエスシー　八幡店 7093 カソデックスOD錠80mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 1 錠 ¥594.80 2014/02/10 ｶｿﾃﾞｯｸｽOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 5409 カタリンK点眼用0.005%　15mL 武田薬品工業㈱ 1 本 ¥195.00 2008/03/18 ｶﾀﾘﾝK
株式会社ピーエスシー　八幡店 4496 ガチフロ0.3%点眼液　　5mL 武田薬品工業㈱ 1 本 ¥471.00 2004/11/22 ｶﾞﾁﾌﾛﾃﾝｶﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6364 カデュエット配合錠1番 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥60.20 2012/07/20 ｶﾃﾞｭｴｯﾄﾊｲ1
株式会社ピーエスシー　八幡店 6365 カデュエット配合錠2番 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥95.90 2011/09/30 ｶﾃﾞｭｴｯﾄﾊｲ2
株式会社ピーエスシー　八幡店 6366 カデュエット配合錠3番 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥77.70 2011/02/15 ｶﾃﾞｭｴｯﾄﾊｲ3
株式会社ピーエスシー　八幡店 6367 カデュエット配合錠4番 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥113.30 2010/06/02 ｶﾃﾞｭｴｯﾄﾊｲ4
株式会社ピーエスシー　八幡店 7148 カナグル錠100mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥183.90 2014/10/31 ｶﾅｸﾞﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1183 ガナトン錠50mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 10 錠 ¥14.30 ｶﾞﾅﾄﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6059 カナマイシンカプセル250mg「明治」 MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 10 cp ¥40.00 2009/04/13 ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7354 カナリア配合錠 第一三共㈱ 1 錠 ¥277.20 2017/10/01 ｶﾅﾘｱ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2748 カバサール錠0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥61.50 2000/09/01 ｶﾊﾞｻｰﾙ0.25
株式会社ピーエスシー　八幡店 4799 ガバペン錠200mg 富士製薬工業㈱ 10 錠 ¥40.90 2007/01/04 ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 4800 ガバペン錠300mg 富士製薬工業㈱ 10 錠 ¥54.90 2007/01/04 ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ300
株式会社ピーエスシー　八幡店 7539 カモスタットメシル酸塩錠100mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 大原薬品工業㈱ 10 錠 ¥8.60 2019/03/01 ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙｻﾝｴﾝ後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5390 カリーユニ点眼液0.005%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥64.90 2008/02/07 ｶﾘｰﾕﾆ0.005 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6931 カリメート経口液20%　25g 興和創薬㈱ 7 包 ¥77.80 2012/08/21 ｶﾘﾒｰﾄｹｲｺｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 849 カリメート散　5g 興和創薬㈱ 3 包 ¥67.00 2013/11/21 ｶﾘﾒｰﾄｻﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2612 カルスロット錠10 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥24.40 1999/03/01 ｶﾙｽﾛｯﾄ10  
株式会社ピーエスシー　八幡店 6585 カルタンOD錠500mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥6.40 2010/08/09 ｶﾙﾀﾝOD500
株式会社ピーエスシー　八幡店 703 カルデナリン錠1mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥23.20 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ1  
株式会社ピーエスシー　八幡店 2539 カルデナリン錠4mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥69.70 2000/09/01 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ4  
株式会社ピーエスシー　八幡店 7445 カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥32.60 2018/07/30 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝｵｰﾃﾞｨｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2344 カルナクリン錠50 ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥17.60 ｶﾙﾅｸﾘﾝ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 4358 カルブロック錠8mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥27.10 2004/09/24 ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ08
株式会社ピーエスシー　八幡店 4382 カルブロック錠16mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥48.40 2004/08/04 ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ16 
株式会社ピーエスシー　八幡店 1539 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥10.10 2014/09/04 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6846 カルベジロール錠10mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥16.20 2012/03/02 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1284 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥7.90 2016/12/19 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2163 カルボシステイン錠250mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥5.70 2016/12/19 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2889 カロナール錠200 あゆみ製薬㈱ 10 錠 ¥6.70 2000/03/01 ｶﾛﾅｰﾙ200 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1976 カロナール錠300 あゆみ製薬㈱ 10 錠 ¥7.60 2016/01/26 ｶﾛﾅｰﾙ300 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7189 カロナール錠500 あゆみ製薬㈱ 10 錠 ¥8.80 2017/07/20 ｶﾛﾅｰﾙ500 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6177 カロリールゼリー40.496%  16.05g 佐藤製薬㈱ 5 個 ¥44.94 2009/10/20 ｶﾛﾘｰﾙｾﾞﾘｰ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4753 含嗽用ハチアズレ顆粒　2g 小野薬品工業㈱ 5 包 ¥12.20 2006/09/25 ｶﾞﾝｿｳﾊﾁｱｽﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1527 カンデサルタン錠4mg「あすか」 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥27.40 2014/09/26 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1528 カンデサルタン錠8mg「あすか」 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥51.30 2014/09/26 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6217 キサラタン点眼液0.005%　2.5mL ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 1 本 ¥1,378.75 2009/10/22 ｷｻﾗﾀﾝ0.005 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4763 キシロカインゼリー2%　30mL ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟ 1 本 ¥216.00 2006/10/13 ｷｼﾛｶｲﾝｾﾞﾘｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6940 キックリンカプセル250mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 cp ¥27.90 2012/08/21 ｷｯｸﾘﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4967 キプレス細粒4mg 杏林製薬㈱ 7 包 ¥159.50 2007/10/22 ｷﾌﾟﾚｽｻｲﾘｭｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3854 キプレス錠10mg 杏林製薬㈱ 10 錠 ¥164.50 ｷﾌﾟﾚｽｼﾞ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 3855 キプレスチュアブル錠5mg 杏林製薬㈱ 10 錠 ¥156.20 2001/10/04 ｷﾌﾟﾚｽﾁｭｱﾌﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6178 キャベジンUコーワ配合散　1g 興和創薬㈱ 3 包 ¥6.10 2009/10/20 ｷｬﾍﾞｼﾞﾝU
株式会社ピーエスシー　八幡店 4904 キンダベート軟膏0.05%　5g ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 本 ¥104.00 2007/09/03 ｷﾝﾀﾞﾍﾞｰﾄﾅﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7400 グーフィス錠５ｍｇ 持田製薬㈱ 10 錠 ¥104.80 2018/04/20 ｸﾞｰﾌｨｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1790 クエチアピン錠25mg「ファイザー」 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥10.40 2015/08/25 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1791 クエチアピン錠100mg「ファイザー」 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥29.00 2015/08/25 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1545 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 2014/09/03 ｸｴﾝｻﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3217 クエンメット配合錠 日本薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.90 2018/01/19 ｸｴﾝﾒｯﾄ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1650 グラケーカプセル15mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 cp ¥26.10 ｸﾞﾗｹｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7099 グラセプターカプセル1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 1 cp ¥846.90 2018/08/27 ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7153 グラナテック点眼液0.4%　5mL 興和㈱ 1 本 ¥2,272.50 2014/12/10 ｸﾞﾗﾅﾃｯｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6122 クラビット錠250mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥207.00 2009/07/07 ｸﾗﾋﾞｯﾄ250
株式会社ピーエスシー　八幡店 6123 クラビット錠500mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥355.10 2009/07/07 ｸﾗﾋﾞｯﾄ500
株式会社ピーエスシー　八幡店 4827 クラビット点眼液0.5%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥480.00 2007/03/20 ｸﾗﾋﾞｯﾄﾃ0.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 6719 クラビット点眼液1.5%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥478.00 2011/09/16 ｸﾗﾋﾞｯﾄﾃ1.5
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店舗名 商品コード 品名規格 メーカー名 販売単位 販売単価 登録日 ソート用品名 後発品 向精神薬 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 376 グラマリール錠25mg 日医工㈱ 10 錠 ¥18.20 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ025
株式会社ピーエスシー　八幡店 3609 グラマリール錠50mg 日医工㈱ 10 錠 ¥23.20 2000/09/01 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ050
株式会社ピーエスシー　八幡店 2444 クラリシッド錠200mg 日本ｹﾐﾌｧ㈱ 10 錠 ¥60.70 2000/09/01 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 2782 クラリス錠200 大正製薬㈱ 10 錠 ¥60.70 1999/09/06 ｸﾗﾘｽ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 1494 クラリスロマイシン錠50mg小児用｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥17.90 2014/08/06 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1495 クラリスロマイシン錠200mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥26.40 2014/08/06 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3908 クラリチン錠10mg「塩野義」 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥70.50 2002/11/25 ｸﾗﾘﾁﾝｼｵﾉｷﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5391 ｸﾗﾘﾁﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1%　0.5g　｢ｼｵﾉｷﾞ｣ 塩野義製薬㈱ 3 包 ¥74.70 2008/02/01 ｸﾗﾘﾁﾝﾄﾞﾗｲｼ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4509 クラリチンレディタブ錠「シオノギ」10mg 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥70.50 2005/01/25 ｸﾗﾘﾁﾝﾚﾃﾞｨﾀ
株式会社ピーエスシー　八幡店 65 グランダキシン錠50 持田製薬㈱ 10 錠 ¥12.90 ｸﾞﾗﾝﾀﾞｷｼﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6339 クリアミン配合錠A1.0 日医工㈱ 10 錠 ¥11.30 2009/11/21 ｸﾘｱﾐﾝA
株式会社ピーエスシー　八幡店 1314 グリクラジド錠40mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥5.90 2015/08/03 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3177 グリセリン浣腸「ｵｦﾀ」60 日医工㈱ 1 本 ¥107.70 2000/03/01 ｸﾞﾘｾﾘﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3178 グリセリン浣腸「ｵｦﾀ」小児用30 日医工㈱ 1 本 ¥100.10 2001/03/12 ｸﾞﾘｾﾘﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7828 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL 健栄製薬㈱ 1 本 ¥107.70 2020/08/07 ｸﾞﾘｾﾘﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6240 グリチロン配合錠 EAﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥5.70 2009/10/27 ｸﾞﾘﾁﾛﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4567 グリベック錠100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 錠 ¥2,212.40 2005/10/28 ｸﾞﾘﾍﾞｯｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4487 グリミクロンHA錠20mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥12.00 2013/11/21 ｸﾞﾘﾐｸﾛHA
株式会社ピーエスシー　八幡店 1797 グリミクロン錠40mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥13.60 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ   
株式会社ピーエスシー　八幡店 1512 グリメサゾン軟膏　5g 第一三共㈱ 1 本 ¥180.50 ｸﾞﾘﾒｻｿﾞﾝ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 1693 グリメピリド錠0.5mg「ＥＭＥＣ」 日医工㈱ 10 錠 ¥9.80 2015/04/27 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1695 グリメピリド錠3mg「ＥＭＥＣ」 日医工㈱ 10 錠 ¥12.90 2015/04/27 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6546 グルコバイOD錠100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 10 錠 ¥30.90 2010/07/01 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 7785 グルコンサンK細粒4mEq/g　1g ｻﾝﾌｧｰﾏ㈱ 3 包 ¥8.30 2020/09/24 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝｶﾘｳﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7794 グルコンサンＫ錠５mEq ｻﾝﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥9.30 2020/11/02 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝｶﾘｳﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4459 グルファスト錠10mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥37.40 2004/12/14 ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 6745 グルベス配合錠 ｷｯｾｲ薬品工業㈱ 10 錠 ¥45.60 2011/07/26 ｸﾞﾙﾍﾞｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5725 グレースビット錠50mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥159.10 2008/06/03 ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 4580 クレストール錠2.5mg　「ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ」 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 10 錠 ¥52.80 2005/08/25 ｸﾚｽﾄｰﾙ2.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 4581 クレストール錠5mg　「ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ」 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 10 錠 ¥99.90 2005/08/25 ｸﾚｽﾄｰﾙ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 7293 クレストールOD錠2.5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 10 錠 ¥52.80 2016/07/08 ｸﾚｽﾄｰﾙOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 7142 クレナフィン爪外用液10%　3.56g（4mL） 科研製薬㈱ 1 本 ¥5,618.75 2014/09/08 ｸﾚﾅﾌｨﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7376 クレメジン速崩錠500mg　4錠入 田辺三菱製薬㈱ 3 包 ¥158.40 ｸﾚﾒｼﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6263 クレメジン細粒分包2g 田辺三菱製薬㈱ 3 包 ¥154.60 2009/11/04 ｸﾚﾒｼﾞﾝｻｲﾘｭ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1742 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 日医工㈱ 10 錠 ¥24.90 2016/12/22 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞ25 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1745 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 日医工㈱ 10 錠 ¥59.80 2016/12/22 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞ75 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7623 ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.05%｢ﾃｲｺｸ｣ 5g 日医工㈱ 1 本 ¥45.00 2019/06/10 ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞﾝﾗ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1369 クロマイ-P軟膏　25g ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 1 本 ¥810.00 ｸﾛﾏｲPﾅﾝｺ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7363 ケアラム錠２５ｍｇ ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥157.70 2018/08/29 ｹｱﾗﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6695 ｹｲｷｻﾚｰﾄﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ76%　3.27g 鳥居薬品㈱ 2 包 ¥46.11 2011/11/29 ｹｲｷｻﾚｰﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6014 ゲーベンクリーム1%　50g 田辺三菱製薬㈱ 1 本 ¥640.00 2013/11/21 ｹﾞｰﾍﾞﾝｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1926 ケタスカプセル10mg 杏林製薬㈱ 10 cp ¥20.10 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ  
株式会社ピーエスシー　八幡店 2160 ケフラールカプセル250mg 共和薬品工業㈱ 10 cp ¥54.70 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6947 ケラチナミンコーワクリーム20%　25g 興和創薬㈱ 1 本 ¥147.50 2012/09/20 ｹﾗﾁﾅﾐﾝ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 2997 ケルロング錠5mg ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥41.30 2000/03/01 ｹﾙﾛﾝｸﾞ05  
株式会社ピーエスシー　八幡店 3674 ゲンタシンクリーム0.1%　10g 高田製薬㈱ 1 本 ¥110.00 2000/09/01 ｹﾞﾝﾀｼﾝｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1365 ゲンタシン軟膏0.1%　10g 高田製薬㈱ 1 本 ¥110.00 ｹﾞﾝﾀｼﾝﾅﾝｺｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1220 コートリル錠10mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥7.40 ｺｰﾄﾘﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6527 コソプト配合点眼液 5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥2,700.00 2010/07/26 ｺｿﾌﾟﾄﾊｲﾃﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6025 コディオ配合錠EX ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 14 錠 ¥93.90 2009/04/13 ｺﾃﾞｨｵEX
株式会社ピーエスシー　八幡店 6028 コディオ配合錠MD ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 14 錠 ¥92.60 2009/04/13 ｺﾃﾞｨｵMD
株式会社ピーエスシー　八幡店 3009 コニール錠2 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥21.80 2000/03/01 ｺﾆｰﾙ2
株式会社ピーエスシー　八幡店 779 コニール錠4 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥36.40 ｺﾆｰﾙ4
株式会社ピーエスシー　八幡店 3597 コニール錠8 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥72.80 2000/09/01 ｺﾆｰﾙ8
株式会社ピーエスシー　八幡店 2785 コバシル錠4mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥94.70 1999/09/06 ｺﾊﾞｼﾙ4
株式会社ピーエスシー　八幡店 4889 コペガス錠　２００ｍｇ 中外製薬㈱ 1 錠 ¥718.40 2007/06/26 ｺﾍﾟｶﾞｽ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 4920 コムタン錠100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 10 錠 ¥162.00 2007/07/26 ｺﾑﾀﾝ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 734 コメリアンコーワ錠50 興和創薬㈱ 10 錠 ¥9.00 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 6667 コリナコール点眼液　5mL ㈱日本点眼薬研究所 1 本 ¥127.80 2011/02/18 ｺﾘﾅｺｰﾙ 後発品 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 869 コルドリン錠12.5mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥7.50 2000/09/01 ｺﾙﾄﾞﾘﾝ    
株式会社ピーエスシー　八幡店 6486 コルヒチン錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣ 高田製薬㈱ 10 錠 ¥7.10 2010/04/19 ｺﾙﾋﾁﾝ0.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 7815 コレクチム軟膏0.5%　5g 鳥居薬品㈱ 1 本 ¥698.50 2020/08/05 ｺﾚｸﾁﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4392 コレバインミニ83%　1.81g 田辺三菱製薬㈱ 2 包 ¥81.45 2005/01/18 ｺﾚﾊﾞｲﾝﾐﾆ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5853 コロネル細粒83.3%　1.2g ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 3 包 ¥26.40 2008/09/22 ｺﾛﾈﾙｻｲﾘ1.2
株式会社ピーエスシー　八幡店 3761 コロネル錠500mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥14.30 2003/06/02 ｺﾛﾈﾙｼﾞｮｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 56 コンスタン0.4mg錠 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥7.50 ｺﾝｽﾀﾝ     3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 3690 コントミン糖衣錠12.5mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥9.40 2000/09/01 ｺﾝﾄﾐﾝ12.5 
株式会社ピーエスシー　八幡店 262 コントミン糖衣錠25mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥9.40 2000/09/01 ｺﾝﾄﾐﾝ25   
株式会社ピーエスシー　八幡店 7082 コンプラビン配合錠 ｻﾉﾌｨ㈱ 1 錠 ¥234.00 2013/12/18 ｺﾝﾌﾟﾗﾋﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 858 サアミオン錠5mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥22.50 ｻｱﾐｵﾝ     
株式会社ピーエスシー　八幡店 6646 ザイザル錠5mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 10 錠 ¥82.50 2011/01/06 ｻﾞｲｻﾞﾙ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 7816 ザイザルOD錠　2.5mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 14 錠 ¥64.50 2020/08/03 ｻﾞｲｻﾞﾙｵｰﾃﾞｨｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7817 ザイザルOD錠　5mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 14 錠 ¥82.50 2020/08/03 ｻﾞｲｻﾞﾙｵｰﾃﾞｨｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7196 ザイティガ錠250mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱ 1 錠 ¥3,759.30 2015/06/01 ｻﾞｲﾃｨｶﾞ250
株式会社ピーエスシー　八幡店 3094 サイトテック錠200 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥31.20 2000/03/01 ｻｲﾄﾃｯｸ200ｶ
株式会社ピーエスシー　八幡店 24 サイレ－ス錠　１ｍｇ ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥12.00 2019/02/22 ｻｲﾚｰｽｼﾞﾖｳ1 2種
株式会社ピーエスシー　八幡店 4011 サイレース錠　２ｍｇ ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥13.60 2019/02/22 ｻｲﾚｰｽｼﾞﾖｳ2 2種
株式会社ピーエスシー　八幡店 1752 ザイロリック錠100 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 10 錠 ¥20.40 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6492 サインバルタカプセル20mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱ 10 cp ¥145.20 2015/04/13 ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 7190 サインバルタカプセル30mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱ 10 cp ¥196.60 2015/04/15 ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀ30
株式会社ピーエスシー　八幡店 7129 ザクラス配合錠ＨＤ 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥116.80 2014/08/19 ｻﾞｸﾗｽHD
株式会社ピーエスシー　八幡店 7130 ザクラス配合錠ＬＤ 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥117.00 2014/08/19 ｻﾞｸﾗｽＬＤ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1909 ザジテンカプセル1mg 田辺三菱製薬㈱ 10 cp ¥13.60 ｻﾞｼﾞﾃﾝｶﾌﾟ 
株式会社ピーエスシー　八幡店 5383 ザジテン点眼液0.05%　5mL ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 本 ¥523.70 2008/03/10 ｻﾞｼﾞﾃﾝﾃﾝｶ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6237 ザジテン点鼻液0.05%　8mL 田辺三菱製薬㈱ 1 本 ¥626.10 2009/10/27 ｻﾞｼﾞﾃﾝﾃﾝﾋﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7205 ザファテック錠100mg 武田薬品工業㈱ 1 錠 ¥971.20 2015/06/18 ｻﾞﾌｧﾃｯｸ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 7739 サムスカOD錠7.5mg 大塚製薬㈱ 1 錠 ¥1,084.70 2020/12/08 ｻﾑｽｶｵｰﾃﾞｨｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6493 ザラカム配合点眼液　2.5mL ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 1 本 ¥2,499.50 2010/06/14 ｻﾞﾗｶﾑﾃﾝｶﾞﾝ 保冷品
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株式会社ピーエスシー　八幡店 4609 サラジェン錠5mg ｷｯｾｲ薬品工業㈱ 10 錠 ¥122.30 2005/11/17 ｻﾗｼﾞｪﾝ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 2233 サラゾピリン錠500mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥16.50 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3891 サリグレンカプセル30mg 日本化薬㈱ 10 cp ¥96.20 2002/05/13 ｻﾘｸﾞﾚﾝ    
株式会社ピーエスシー　八幡店 6204 サリベートエアゾール 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥543.60 2009/10/22 ｻﾘﾍﾞｰﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6205 サルコートカプセル外用50μg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 10 cp ¥42.10 2009/10/22 ｻﾙｺｰﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6037 サルタノールインヘラー100μg　13.5mL ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 本 ¥802.80 2009/03/27 ｻﾙﾀﾉｰﾙｲﾝﾍﾗ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7114 ザルティア錠5mg 日本新薬㈱ 1 錠 ¥206.60 2014/06/11 ｻﾞﾙﾃｨｱ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1819 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥43.90 2015/10/09 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5830 サワシリンカプセル250 LTLﾌｧｰﾏ㈱ 10 cp ¥11.00 2008/09/05 ｻﾜｼﾘﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1931 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ細粒83%「ヨシダ」　0.6g 吉田製薬㈱ 3 包 ¥6.66 2017/04/01 ｻﾝｶﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1932 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ細粒83%「ヨシダ」　0.8g 吉田製薬㈱ 3 包 ¥8.88 2017/04/01 ｻﾝｶﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6324 酸化マグネシウム原末「マルイシ」　0.5g 丸石製薬㈱ 3 包 ¥5.11 2009/11/10 ｻﾝｶﾏｸﾞﾈｼｳﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4912 サンコバ点眼液0.02%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥88.80 2007/08/09 ｻﾝｺﾊﾞﾃﾝｶﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2355 サンテゾーン0.05%眼軟膏　3.5ｇ 参天製薬㈱ 1 本 ¥212.80 2013/11/21 ｻﾝﾃｿﾞｰﾝｶﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6276 サンピロ点眼液1%  5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥122.70 2009/11/04 ｻﾝﾋﾟﾛ1.0
株式会社ピーエスシー　八幡店 6277 サンピロ点眼液2%  5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥144.30 2009/11/04 ｻﾝﾋﾟﾛ2.0
株式会社ピーエスシー　八幡店 595 サンリズムカプセル25mg 第一三共㈱ 10 cp ¥38.80 2000/09/01 ｻﾝﾘｽﾞﾑ25  
株式会社ピーエスシー　八幡店 596 サンリズムカプセル50mg 第一三共㈱ 10 cp ¥65.00 ｻﾝﾘｽﾞﾑ50  
株式会社ピーエスシー　八幡店 1788 ジアゼパム錠5「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥5.80 2015/08/25 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 後発品 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 1789 ジアゼパム錠2「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥5.70 2015/08/25 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 後発品 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 7540 ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ点眼液0.02%｢日点｣　5mL ㈱日本点眼薬研究所 1 本 ¥86.40 2019/06/11 ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1529 ＧＳプラスターＣ「ﾕｰﾄｸ」10枚入 祐徳薬品工業㈱ 1 袋 ¥80.00 ｼﾞｰｴｽﾌﾟﾗｽC 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7168 ジェイゾロフトOD錠25mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥79.00 2015/01/16 ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7169 ジェイゾロフトOD錠50mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥135.70 2015/01/16 ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4772 ジェイゾロフト錠25mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥79.00 2006/10/19 ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ2
株式会社ピーエスシー　八幡店 4780 ジェイゾロフト錠50mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥135.70 2006/10/19 ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 4970 ジェニナック錠200mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 1 錠 ¥215.70 2007/12/11 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 6650 ジクアス点眼液3%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥532.80 2011/01/26 ｼﾞｸｱｽﾃﾝｶﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 772 シグマート錠5mg 中外製薬㈱ 10 錠 ¥13.60 ｼｸﾞﾏｰﾄ05  
株式会社ピーエスシー　八幡店 1603 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa徐放ｶﾌﾟｾﾙ37.5mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品㈱ 10 cp ¥6.20 2015/01/26 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7494 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa･PF点眼液0.1%｢日点｣ 5mL ㈱日本点眼薬研究所 1 本 ¥191.50 2018/11/22 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2308 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 日医工㈱ 5 個 ¥20.30 2017/06/23 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄ 後発品 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3897 ジゴキシンＫＹ錠0.25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥9.80 2002/07/01 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ0.2
株式会社ピーエスシー　八幡店 3944 ジゴシン錠0.125mg 太陽ﾌｧﾙﾏ㈱ 10 錠 ¥9.80 2003/06/02 ｼﾞｺﾞｼﾝ0.12
株式会社ピーエスシー　八幡店 2983 ジゴシン錠0.25mg 太陽ﾌｧﾙﾏ㈱ 10 錠 ¥9.80 ｼﾞｺﾞｼﾝ0.25
株式会社ピーエスシー　八幡店 3698 ジスロマック錠250mg　6錠ﾊﾟｯｸ ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 1 枚 ¥1,299.60 2000/08/23 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ250
株式会社ピーエスシー　八幡店 6270 シナール配合顆粒　1g 塩野義製薬㈱ 3 包 ¥6.30 2009/11/04 ｼﾅｰﾙｶﾘｭ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6269 シナール配合錠 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥6.20 2009/11/04 ｼﾅｰﾙｼﾞｮｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6938 ジフェニドール塩酸塩錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣ 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.70 2015/03/30 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2532 シプロキサン錠100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 10 錠 ¥41.00 2000/09/01 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 593 シベノール錠50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥29.10 ｼﾍﾞﾉｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 594 シベノール錠100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥47.70 ｼﾍﾞﾉｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6412 シムビコートタービュヘイラー60吸入 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 1 本 ¥4,252.00 2010/02/01 ｼﾑﾋﾞｺｰﾄ60
株式会社ピーエスシー　八幡店 1383 シメチジン錠200mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 2014/03/31 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7282 ジャディアンス錠10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥190.40 2016/05/12 ｼﾞｬﾃﾞｨｱﾝｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6399 ジャヌビア錠25mg MSD㈱ 10 錠 ¥68.30 2010/01/04 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ025
株式会社ピーエスシー　八幡店 6386 ジャヌビア錠50mg MSD㈱ 10 錠 ¥126.50 2010/01/04 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ050
株式会社ピーエスシー　八幡店 6714 シュアポスト錠0.5mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥60.60 2012/04/26 ｼｭｱﾎﾟｽﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5775 硝酸イソソルビドテープ　４０ｍｇ　｢EMEC｣ 日医工㈱ 10 枚 ¥31.20 2008/12/15 ｼｮｳｻﾝｲｿｿ40 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6567 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬㈱ 10 cp ¥10.90 2016/01/04 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1944 ジルチアゼム塩酸塩錠　３０ｍｇ｢サワイ｣ 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 2016/01/04 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ30 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3096 ジルテック錠10　「第一三共」 第一三共㈱ 10 錠 ¥65.50 2000/03/01 ｼﾞﾙﾃｯｸ10  
株式会社ピーエスシー　八幡店 1534 シロスタゾールOD100mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥22.80 2014/09/04 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7545 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥23.90 2019/04/08 ｼﾛﾄﾞｼﾝｵｰﾃﾞｨｰ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3846 シングレア錠10mg MSD㈱ 10 錠 ¥168.00 2001/12/11 ｼﾝｸﾞﾚｱ10  
株式会社ピーエスシー　八幡店 1378 シンバスタチン錠5mg「EMEC」 日医工㈱ 10 錠 ¥30.30 2014/03/07 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 233 シンメトレル錠50mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥13.60 ｼﾝﾒﾄﾚﾙ050 
株式会社ピーエスシー　八幡店 4200 シンレスタール錠250mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥17.50 2003/02/01 ｼﾝﾚｽﾀｰﾙ250
株式会社ピーエスシー　八幡店 6973 スイニー錠100mg 興和㈱ 10 錠 ¥57.50 2013/03/28 ｽｲﾆｰ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 7334 スインプロイク錠0.2mg 塩野義製薬㈱ 1 錠 ¥277.10 2017/08/01 ｽｲﾝﾌﾟﾛｲｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7108 スーグラ錠25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥130.60 2014/05/21 ｽｰｸﾞﾗ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7105 スーグラ錠50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥195.20 2014/04/30 ｽｰｸﾞﾗ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 7418 スージャヌ配合錠 ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 1 錠 ¥253.10 2018/07/04 ｽｰｼﾞｬﾇ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6280 スタデルムクリーム5%　10g 鳥居薬品㈱ 1 本 ¥169.00 2009/11/04 ｽﾀﾃﾞﾙﾑｸﾘ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6281 スタデルム軟膏5%　10g 鳥居薬品㈱ 1 本 ¥169.00 2009/11/04 ｽﾀﾃﾞﾙﾑﾅﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7176 スタレボ配合錠L50 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 10 錠 ¥191.70 2015/02/09 ｽﾀﾚﾎﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7177 スタレボ配合錠L100 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 10 錠 ¥192.20 2015/02/09 ｽﾀﾚﾎﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3060 スチックゼノールＡ　40g 三笠製薬㈱ 1 本 ¥185.60 2000/03/01 ｽﾁｯｸｾﾞﾉｰﾙ 
株式会社ピーエスシー　八幡店 6681 ステーブラOD錠0.1mg 小野薬品工業㈱ 10 錠 ¥90.30 2011/07/28 ｽﾃｰﾌﾞﾗOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 6402 ストミンA配合錠 ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製 10 錠 ¥5.70 2009/12/25 ｽﾄﾐﾝA
株式会社ピーエスシー　八幡店 6575 ストラテラカプセル25mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱ 1 cp ¥303.80 2016/05/11 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 389 ストロカイン錠5mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥5.80 ｽﾄﾛｶｲﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4546 ストロメクトール錠　３ｍｇ ﾏﾙﾎ㈱ 1 錠 ¥671.00 2007/08/24 ｽﾄﾛﾒｸﾄｰﾙ3
株式会社ピーエスシー　八幡店 2599 スパカール錠40mg 大原薬品工業㈱ 10 錠 ¥17.70 1999/03/01 ｽﾊﾟｶｰﾙ40
株式会社ピーエスシー　八幡店 3224 スピール膏Ｍ　25cm2　【病院用】 ﾆﾁﾊﾞﾝ㈱ 1 枚 ¥84.80 2000/03/01 ｽﾋﾟｰﾙｺｳ   
株式会社ピーエスシー　八幡店 7314 スピオルトレスピマット60吸入 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱1 本 ¥7,582.00 2016/12/22 ｽﾋﾟｵﾙﾄﾚｽﾋﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1630 スピロノラクトン錠25mg「テバ」 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.70 2015/03/25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 960 スピロペント錠10μg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥12.30 ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ  
株式会社ピーエスシー　八幡店 6173 スミルスチック3%　40ｇ 大正製薬㈱ 1 本 ¥260.00 2009/10/16 ｽﾐﾙｽﾁｯｸ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1702 スルピリド錠50mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥6.40 2015/05/11 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2894 スロービッドカプセル200mg ｻﾝﾄﾞ㈱ 10 cp ¥15.40 2000/03/01 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄ200 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3904 大塚生食注　２０ｍｌ 大塚製薬㈱ 5 本 ¥62.00 2002/08/07 ｾｲｼｮｸ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 4629 セイブル錠　２５ｍｇ ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥20.50 2006/01/20 ｾｲﾌﾞﾙ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 4625 セイブル錠50mg ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥34.90 2006/01/20 ｾｲﾌﾞﾙ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 7218 セイブルOD錠50mg ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥34.90 2015/10/08 ｾｲﾌﾞﾙOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 5400 セクタークリーム3%　25g 久光製薬㈱ 1 本 ¥155.00 2008/04/10 ｾｸﾀｰｸﾘｰﾑ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 5401 セクターローション3%　50mL 久光製薬㈱ 1 本 ¥310.00 2008/03/14 ｾｸﾀｰﾛｰｼｮﾝ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 1884 ゼスラン錠3mg 旭化成ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥8.40 2000/09/01 ｾﾞｽﾗﾝ     
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株式会社ピーエスシー　八幡店 4884 ゼチーア錠10mg「MSD」 MSD㈱ 10 錠 ¥173.20 2007/07/26 ｾﾞﾁｰｱ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 5703 セチリジン塩酸塩錠　１０ｍｇ　「日医工」 日医工㈱ 10 錠 ¥31.50 2008/04/01 ｾﾁﾘｼﾞﾝﾆﾁ10 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 92 セディール錠10mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥25.00 ｾﾃﾞｨｰﾙ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 39 セパゾン錠2 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥5.80 ｾﾊﾟｿﾞﾝ2 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 536 セファドール錠25mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥10.90 ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2896 セファランチン錠1mg 化研生薬㈱ 10 錠 ¥7.70 2000/03/01 ｾﾌｧﾗﾝﾁﾝ01
株式会社ピーエスシー　八幡店 3819 ゼフィックス錠100 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 錠 ¥474.80 2001/04/20 ｾﾞﾌｨｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1649 セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥30.40 2015/03/24 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1636 セフジニルカプセル100mg「日医工」 日医工㈱ 10 cp ¥59.70 2015/03/25 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2177 セフゾンカプセル100mg LTLﾌｧｰﾏ㈱ 10 cp ¥59.70 ｾﾌｿﾞﾝ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 4945 ゼフナート外用液2%　10mL 鳥居薬品㈱ 1 本 ¥370.00 2007/08/24 ｾﾞﾌﾅｰﾄｶﾞｲﾖ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3829 ゼフナートクリーム 2%　10g 鳥居薬品㈱ 1 本 ¥370.00 2003/10/29 ｾﾞﾌﾅｰﾄｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3823 ゼペリン点眼液　０．１％　５ｍｌ わかもと製薬㈱ 1 本 ¥672.00 2001/04/23 ｾﾞﾍﾟﾘﾝﾃﾝｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5363 セララ錠25mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥42.30 2009/01/05 ｾﾗﾗ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 4999 セララ錠50mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥81.30 2007/11/30 ｾﾗﾗ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 2411 2mgセルシン錠 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥6.00 2000/09/01 ｾﾙｼﾝ02 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 2412 5mgセルシン錠 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥9.40 ｾﾙｼﾝ05 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 4434 セルセプトカプセル250 中外製薬㈱ 1 cp ¥217.80 2007/01/04 ｾﾙｾﾌﾟﾄｶﾌﾟｾ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6760 セルタッチテープ70　7枚入 帝國製薬㈱ 1 袋 ¥123.90 2011/08/17 ｾﾙﾀｯﾁﾃｰﾌﾟ7
株式会社ピーエスシー　八幡店 4978 セルタッチパップ140　7枚入 帝國製薬㈱ 1 袋 ¥195.30 2008/05/23 ｾﾙﾀｯﾁﾊﾟｯﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5823 セルタッチパップ70　6枚入 帝國製薬㈱ 1 袋 ¥106.20 2008/09/22 ｾﾙﾀｯﾁﾊﾟｯﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5828 セルタッチパップ70　7枚入 帝國製薬㈱ 1 袋 ¥123.90 2010/08/24 ｾﾙﾀｯﾁﾊﾟｯﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2001 セルトラリン錠25㎎「タナベ」 ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥16.50 2016/03/03 ｾﾙﾄﾗﾘﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2451 セルニルトン錠 扶桑薬品工業㈱ 10 錠 ¥14.70 1999/03/01 ｾﾙﾆﾙﾄﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1053 セルベックスカプセル50mg EAﾌｧｰﾏ㈱ 10 cp ¥9.60 ｾﾙﾍﾞｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2360 セルベックス細粒10%　0.5g EAﾌｧｰﾏ㈱ 3 包 ¥7.75 ｾﾙﾍﾞｯｸｽｻｲﾘ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1178 セレキノン錠100mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥13.20 ｾﾚｷﾉﾝ     
株式会社ピーエスシー　八幡店 710 セレクトール錠100mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥32.00 2013/11/21 ｾﾚｸﾄｰﾙ100 
株式会社ピーエスシー　八幡店 2574 セレクトール錠200mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥52.40 2003/01/28 ｾﾚｸﾄｰﾙ200 
株式会社ピーエスシー　八幡店 7801 セレコキシブ錠100ｍｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥19.60 2020/07/02 ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7802 セレコキシブ錠200ｍｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥30.20 2020/07/02 ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4885 セレコックス錠100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥69.00 2007/06/26 ｾﾚｺｯｸｽ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 4891 セレコックス錠200mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥106.30 2007/07/02 ｾﾚｺｯｸｽ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 6354 セレスタミン配合錠 高田製薬㈱ 10 錠 ¥8.90 2009/11/25 ｾﾚｽﾀﾐﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4571 セレニカR錠200mg 興和創薬㈱ 10 錠 ¥18.30 2012/10/01 ｾﾚﾆｶR200
株式会社ピーエスシー　八幡店 3821 セロクエル25mg錠 ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥32.00 2001/04/20 ｾﾛｸｴﾙ025  
株式会社ピーエスシー　八幡店 834 セロクラール錠20mg 日医工㈱ 10 錠 ¥11.80 ｾﾛｸﾗｰﾙ20  
株式会社ピーエスシー　八幡店 2510 セロケン錠20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 10 錠 ¥11.80 ｾﾛｹﾝ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 677 セロケンＬ錠120mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 10 錠 ¥100.20 2001/03/12 ｾﾛｹﾝL120
株式会社ピーエスシー　八幡店 1707 センノシド錠12mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥5.10 2015/05/11 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2266 ゾビラックス錠200 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 10 錠 ¥62.00 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7381 ゾフルーザ錠１０ｍｇ 塩野義製薬㈱ 1 錠 ¥1,535.40 2018/05/09 ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7382 ゾフルーザ錠20mg 塩野義製薬㈱ 1 錠 ¥2,438.80 2018/05/09 ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 57 ソラナックス0.4mg錠 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥7.50 2000/09/01 ｿﾗﾅｯｸｽ0.4 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 4050 ソラナックス0.8mg錠 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥12.60 2003/02/01 ｿﾗﾅｯｸｽ0.8 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 168 ソランタール錠100mg LTLﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥10.90 ｿﾗﾝﾀｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1200 ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥17.90 2014/08/06 ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑOD 後発品 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 6980 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥10.90 2013/01/04 ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑOD 後発品 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 2009 ゾルミトリプタンOD錠2.5㎎｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 1 錠 ¥242.80 2016/03/03 ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7884 ダーブロック錠２mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥185.80 2020/12/15 ﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7885 ダーブロック錠４mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 1 錠 ¥327.40 2020/12/15 ﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2454 ダイアート錠30mg ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥18.00 2012/09/26 ﾀﾞｲｱｰﾄ30
株式会社ピーエスシー　八幡店 2362 ダイアート錠60mg ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥26.90 2012/01/27 ﾀﾞｲｱｰﾄ60
株式会社ピーエスシー　八幡店 6218 ダイアコートクリーム0.05%　5g 帝國製薬㈱ 1 本 ¥75.00 2009/10/22 ﾀﾞｲｱｺｰﾄｸ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 6219 ダイアコート軟膏0.05%　5g 帝國製薬㈱ 1 本 ¥75.00 2009/10/22 ﾀﾞｲｱｺｰﾄﾅﾝｺ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2455 ダイアップ坐剤4 高田製薬㈱ 5 個 ¥57.40 ﾀﾞｲｱｯﾌﾟ04 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 73 ダイアップ坐剤6 高田製薬㈱ 5 個 ¥64.70 ﾀﾞｲｱｯﾌﾟ06 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 3080 ダイアップ坐剤10 高田製薬㈱ 5 個 ¥75.60 2000/03/01 ﾀﾞｲｱｯﾌﾟ10 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 607 ダイアモックス錠250mg ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥23.00 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1792 ダオニール錠2.5mg ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥11.00 ﾀﾞｵﾆｰﾙ2.5 
株式会社ピーエスシー　八幡店 1015 タガメット錠200mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥13.10 ﾀｶﾞﾒｯﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7612 タグリッソ錠40mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 1 錠 ¥10,806.60 2020/12/08 ﾀｸﾞﾘｯｿ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7613 タグリッソ錠80mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 1 錠 ¥20,719.40 2020/12/10 ﾀｸﾞﾘｯｿ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1382 タクロリムス錠3mg「トーワ」 東和薬品㈱ 1 錠 ¥780.30 2014/03/26 ﾀｸﾛﾘﾑｽ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7180 タケキャブ錠10mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥130.30 2015/02/24 ﾀｹｷｬﾌﾞ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 7181 タケキャブ錠20mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥195.50 2015/02/24 ﾀｹｷｬﾌﾞ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 3900 タケプロンOD錠15 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥57.60 2002/08/01 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD15
株式会社ピーエスシー　八幡店 3901 タケプロンOD錠30 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥100.40 2002/08/01 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD30
株式会社ピーエスシー　八幡店 7128 タケルダ配合錠 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥57.60 2014/08/19 ﾀｹﾙﾀﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 648 タナトリル錠5 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥47.60 2000/09/01 ﾀﾅﾄﾘﾙ05   
株式会社ピーエスシー　八幡店 2585 タナトリル錠10 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥96.50 2009/01/05 ﾀﾅﾄﾘﾙ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 7172 タプコム配合点眼液　2.5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥2,367.75 2015/03/01 ﾀﾌﾟｺﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6305 タフマックE配合カプセル 小野薬品工業㈱ 10 cp ¥5.90 2009/11/05 ﾀﾌﾏｯｸEｶﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5945 タプロス点眼液0.0015%　2.5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥2,315.75 2009/01/08 ﾀﾌﾟﾛｽﾃﾝ2.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 3793 タミフルカプセル75 中外製薬㈱ 1 cp ¥267.20 ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1640 タムスロシン塩酸塩OD0.2mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 14 錠 ¥25.90 2015/03/24 ﾀﾑｽﾛｼﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7685 タモキシフェン錠20mg ｢DSEP｣ 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥49.80 2019/09/12 ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3991 ダラシンTゲル1%　10g 佐藤製薬㈱ 1 本 ¥329.00 2003/02/26 ﾀﾞﾗｼﾝTｹﾞﾙ 
株式会社ピーエスシー　八幡店 7571 タリージェ錠5mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥106.50 2019/04/22 ﾀﾘｰｼﾞｪ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7572 タリージェ錠10mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥147.10 2019/04/22 ﾀﾘｰｼﾞｪ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7573 タリージェ錠15mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥177.90 2019/04/22 ﾀﾘｰｼﾞｪ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3815 タリオン錠10mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥37.80 2001/09/20 ﾀﾘｵﾝ010   
株式会社ピーエスシー　八幡店 4919 タリオンOD錠10mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥37.80 2007/09/27 ﾀﾘｵﾝOD10
株式会社ピーエスシー　八幡店 4825 タリビッド眼軟膏0.3%　3.5g 参天製薬㈱ 1 本 ¥397.25 2007/03/02 ﾀﾘﾋﾞｯﾄｶﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5913 タリビッド耳科用液0.3%　5mL ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 1 本 ¥556.00 2008/11/17 ﾀﾘﾋﾞｯﾄｼﾞｶﾖ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4828 タリビッド点眼液0.3%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥537.00 2007/03/01 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾃﾝｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 394 ダントリウムカプセル25mg ㈱ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌ 10 cp ¥22.80 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ   
株式会社ピーエスシー　八幡店 405 チアトンカプセル10mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 10 cp ¥12.80 ﾁｱﾄﾝ      
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株式会社ピーエスシー　八幡店 1215 チウラジール錠50mg ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥9.80 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1548 チザニジン錠1mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥5.90 2015/08/25 ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 646 チバセン錠5mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥43.30 ﾁﾊﾞｾﾝ050
株式会社ピーエスシー　八幡店 4699 チモプトール点眼液0.5% 5mL 「参天」 参天製薬㈱ 1 本 ¥909.00 2006/08/22 ﾁﾓﾌﾟﾄｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4701 チモプトールXE点眼液0.5% 2.5mL 「参天」 参天製薬㈱ 1 本 ¥1,466.00 2006/09/01 ﾁﾓﾌﾟﾄｰﾙXE
株式会社ピーエスシー　八幡店 6930 チラーヂンＳ錠12.5μｇ 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥9.80 2018/05/09 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS
株式会社ピーエスシー　八幡店 6916 チラーヂンS錠25μg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥9.80 2012/10/30 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS25
株式会社ピーエスシー　八幡店 6917 チラーヂンS錠50μg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥9.80 2012/09/28 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS50
株式会社ピーエスシー　八幡店 7001 チラーヂンＳ錠７５μｇ 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥9.80 2018/05/09 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS75
株式会社ピーエスシー　八幡店 7010 つくしA・M 配合散　1.3g 富士ﾌｨﾙﾑ富山化学㈱ 3 包 ¥8.19 2013/04/17 ﾂｸｼAM
株式会社ピーエスシー　八幡店 1970 001  ツムラ葛根湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥21.00 ﾂﾑﾗ001    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2092 007  ツムラ八味地黄丸  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥25.00 ﾂﾑﾗ007    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2007 012  ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥52.25 ﾂﾑﾗ012    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2094 014  ツムラ半夏瀉心湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥57.00 ﾂﾑﾗ014    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2093 016  ツムラ半夏厚朴湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥24.00 2000/09/22 ﾂﾑﾗ016    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2005 017  ツムラ五苓散  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥35.00 ﾂﾑﾗ017    
株式会社ピーエスシー　八幡店 1988 018  ツムラ桂枝加朮附湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥25.00 ﾂﾑﾗ018    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2041 019  ツムラ小青竜湯  3.0g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥39.60 ﾂﾑﾗ019    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2101 020  ツムラ防已黄耆湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥24.50 ﾂﾑﾗ020    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2080 023  ツムラ当帰芍薬散  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥22.50 ﾂﾑﾗ023    
株式会社ピーエスシー　八幡店 1977 024  ツムラ加味逍遙散  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥41.00 ﾂﾑﾗ024    
株式会社ピーエスシー　八幡店 1995 025  ツムラ桂枝茯苓丸  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥21.25 ﾂﾑﾗ025    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2078 038  ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥26.50 ﾂﾑﾗ038    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2123 039  ツムラ苓桂朮甘湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥17.25 2006/07/07 ﾂﾑﾗ039    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2070 040  ツムラ猪苓湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥35.00 ﾂﾑﾗ040    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2104 041  ツムラ補中益気湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥58.00 ﾂﾑﾗ041    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2117 043  ツムラ六君子湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥46.50 ﾂﾑﾗ043    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2069 047  ツムラ釣藤散  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥43.75 ﾂﾑﾗ047    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2031 048  ツムラ十全大補湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥47.25 ﾂﾑﾗ048    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2115 054  ツムラ抑肝散  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥27.25 2005/11/24 ﾂﾑﾗ054    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2074 061  ツムラ桃核承気湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥21.25 2017/04/12 ﾂﾑﾗ061    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2102 062  ツムラ防風通聖散  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥21.25 ﾂﾑﾗ062    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2029 068  ツムラ芍薬甘草湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥17.50 ﾂﾑﾗ068    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2116 083  ツムラ抑肝散加陳皮半夏  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥37.00 2003/02/01 ﾂﾑﾗ083    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2056 084  ツムラ大黄甘草湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥13.50 ﾂﾑﾗ084    
株式会社ピーエスシー　八幡店 4087 089  ツムラ治打撲一方  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥21.00 2014/01/06 ﾂﾑﾗ089
株式会社ピーエスシー　八幡店 2053 090  ツムラ清肺湯  3.0g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥31.50 2017/02/15 ﾂﾑﾗ090    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2034 099  ツムラ小建中湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥17.75 ﾂﾑﾗ099    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2058 100  ツムラ大建中湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥22.50 ﾂﾑﾗ100    
株式会社ピーエスシー　八幡店 1982 107  ツムラ牛車腎気丸  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥27.25 ﾂﾑﾗ107    
株式会社ピーエスシー　八幡店 1997 125　ツムラ桂枝茯苓丸加ヨク苡仁　2.5ｇ ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥25.00 2019/01/29 ﾂﾑﾗ125
株式会社ピーエスシー　八幡店 2111 126  ツムラ麻子仁丸  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥16.75 2003/02/01 ﾂﾑﾗ126    
株式会社ピーエスシー　八幡店 2107 127  ツムラ麻黄附子細辛湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥46.75 ﾂﾑﾗ127    
株式会社ピーエスシー　八幡店 4076 134  ツムラ桂枝加芍薬大黄湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥22.00 2003/02/01 ﾂﾑﾗ134    
株式会社ピーエスシー　八幡店 1958 135  ツムラ茵ちん蒿湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥21.00 2000/09/01 ﾂﾑﾗ135    
株式会社ピーエスシー　八幡店 1979 138  ツムラ桔梗湯  2.5g ㈱ﾂﾑﾗ 3 包 ¥14.50 2002/09/24 ﾂﾑﾗ138    
株式会社ピーエスシー　八幡店 7758 ツロブテロールテープ２mg｢久光｣ 久光製薬㈱ 7 枚 ¥37.40 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7766 ツロブテロールテープ１ｍｇ「久光」 久光製薬㈱ 7 枚 ¥29.10 2020/03/18 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3767 ディオバン錠40mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 14 錠 ¥45.70 2001/01/17 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ040
株式会社ピーエスシー　八幡店 3768 ディオバン錠80mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 14 錠 ¥85.00 2001/03/12 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ080
株式会社ピーエスシー　八幡店 4595 ディオバン錠160mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 10 錠 ¥164.60 2007/02/08 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ160
株式会社ピーエスシー　八幡店 5915 ディフェリンゲル0.1%　15ｇ ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥1,344.00 2008/10/22 ﾃﾞｨﾌｪﾘﾝｹﾞﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7014 ディレグラ配合錠 LTLﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥58.20 2013/03/08 ﾃﾞｨﾚｸﾞﾗ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7805 デエビゴ錠　5mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥90.80 ﾃﾞｴﾋﾞｺﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7842 デエビゴ錠　2.5mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥57.30 2020/09/30 ﾃﾞｴﾋﾞｺﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 921 テオドール錠100mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥9.10 ﾃｵﾄﾞｰﾙ100 
株式会社ピーエスシー　八幡店 2458 テオドール錠200mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥14.10 2000/09/01 ﾃｵﾄﾞｰﾙ200 
株式会社ピーエスシー　八幡店 1497 テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 2014/08/06 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7881 テオフィリン徐放ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｻﾝﾄﾞ㈱ 10 cp ¥10.30 2020/12/11 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 924 テオロング錠200mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥15.40 2006/07/28 ﾃｵﾛﾝｸﾞ200 
株式会社ピーエスシー　八幡店 1223 デカドロン錠0.5mg 日医工㈱ 10 錠 ¥5.70 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7178 デカドロン錠4mg 日医工㈱ 10 錠 ¥31.90 2015/08/25 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7732 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」2g 日本化薬㈱ 1 本 ¥100.00 2020/03/19 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7733 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5g 日本化薬㈱ 1 本 ¥250.00 2020/03/12 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2951 テグレトール錠100mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥6.00 2000/03/01 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 104 テグレトール錠200mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥9.70 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 7309 デザレックス錠5mg 杏林製薬㈱ 10 錠 ¥62.40 2017/02/28 ﾃﾞｻﾞﾚｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2575 デジレル錠25 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥14.50 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ25  
株式会社ピーエスシー　八幡店 3848 デタントール0.01%点眼液　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥1,254.50 2001/10/19 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙﾃﾝｶ
株式会社ピーエスシー　八幡店 353 テトラミド錠10mg 第一三共㈱ 21 錠 ¥13.90 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ10  
株式会社ピーエスシー　八幡店 354 テトラミド錠30mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥38.60 2000/09/01 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ30  
株式会社ピーエスシー　八幡店 4681 デトルシトールカプセル4mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 cp ¥172.30 2007/03/12 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙ4
株式会社ピーエスシー　八幡店 6945 テネリア錠20mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥145.30 2012/10/22 ﾃﾈﾘｱ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 2675 テノーミン錠25 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 10 錠 ¥13.60 1999/03/01 ﾃﾉｰﾐﾝ25   
株式会社ピーエスシー　八幡店 574 テノーミン錠50 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 10 錠 ¥19.00 ﾃﾉｰﾐﾝ50   
株式会社ピーエスシー　八幡店 7107 デノタスチュアブル配合錠 第一三共㈱ 10 錠 ¥17.70 2014/05/02 ﾃﾞﾉﾀｽﾁｭｱﾌﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6987 デパケン錠200mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥11.50 2013/04/16 ﾃﾞﾊﾟｹﾝ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 1237 デパケンR錠100mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥9.10 2013/08/29 ﾃﾞﾊﾟｹﾝR100
株式会社ピーエスシー　八幡店 1238 デパケンR錠200mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥14.30 2013/09/10 ﾃﾞﾊﾟｹﾝR200
株式会社ピーエスシー　八幡店 337 デパス錠0.5mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥9.20 ﾃﾞﾊﾟｽ0.5 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 2550 デパス錠1mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥10.60 2000/09/01 ﾃﾞﾊﾟｽ1 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 6977 テプレノン細粒10%「トーワ」　0.5g 東和薬品㈱ 3 包 ¥5.40 2014/08/06 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6978 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 cp ¥6.30 2014/08/06 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2726 デプロメール錠25 MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 10 錠 ¥28.90 2000/09/01 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 5730 デプロメール錠75　　75mg MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 10 錠 ¥68.60 2008/07/04 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ75
株式会社ピーエスシー　八幡店 7121 デベルザ錠20mg 興和㈱ 10 錠 ¥193.20 2014/08/19 ﾃﾞﾍﾞﾙｻﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6525 デュオトラバ配合点眼液　2.5mL ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 本 ¥2,730.75 2010/06/14 ﾃﾞｭｵﾄﾗﾊﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1250 デュファストン錠5mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 10 錠 ¥33.80 2001/03/12 ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ
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株式会社ピーエスシー　八幡店 2270 テラムロ配合錠AP「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥39.70 2017/08/01 ﾃﾗﾑﾛAP 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2271 テラムロ配合錠BP「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥60.10 2017/08/01 ﾃﾗﾑﾛBP 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7608 テリルジー100エリプタ30吸入用 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 個 ¥8,853.80 2019/09/13 ﾃﾘﾙｼﾞｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2276 テルチア配合錠AP「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥42.00 2017/08/01 ﾃﾙﾁｱAP 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2277 テルチア配合錠BP「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥60.50 2017/08/01 ﾃﾙﾁｱBP 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 429 テルネリン錠1mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥12.90 ﾃﾙﾈﾘﾝ1
株式会社ピーエスシー　八幡店 2279 テルミサルタン錠20mg「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 14 錠 ¥16.80 2017/08/01 ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ20 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2280 テルミサルタン錠40mg「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 14 錠 ¥31.80 2017/08/01 ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2281 テルミサルタン錠80mg「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥47.70 2017/08/01 ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ80 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4907 デルモベートクリーム0.05%　5g ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 本 ¥109.00 2007/10/02 ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4906 デルモベート軟膏0.05%　5g ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 本 ¥109.00 2007/09/26 ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄﾅ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4908 ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄｽｶﾙﾌﾟﾛｰｼｮﾝ0.05% 10g ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 本 ¥219.00 2008/01/04 ﾃﾞﾙﾓﾍﾞﾄｽｶﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5873 テレミンソフト坐薬2mg EAﾌｧｰﾏ㈱ 5 個 ¥19.70 2008/11/04 ﾃﾚﾐﾝｿﾌﾄ02
株式会社ピーエスシー　八幡店 5827 テレミンソフト坐薬10mg EAﾌｧｰﾏ㈱ 5 個 ¥20.30 2008/09/11 ﾃﾚﾐﾝｿﾌﾄ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 1307 ドキサゾシン錠2mg「日医工」 日医工㈱ 10 錠 ¥14.90 2013/10/18 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1046 ドグマチール錠50mg 日医工㈱ 10 錠 ¥12.20 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1536 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ＮＰ」 ニプロ㈱ 14 錠 ¥34.70 2014/09/04 ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1538 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ＮＰ」 ニプロ㈱ 14 錠 ¥54.60 2014/09/04 ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5892 トパルジック軟膏　1%　１０ｇ ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 1 本 ¥186.00 2008/10/02 ﾄﾊﾟﾙｼﾞｯｸﾅﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7024 トビエース錠4mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥169.10 2013/04/05 ﾄﾋﾞｴｰｽ4
株式会社ピーエスシー　八幡店 7026 トビエース錠8mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 1 錠 ¥253.70 2015/06/01 ﾄﾋﾞｴｰｽ8
株式会社ピーエスシー　八幡店 5361 トピナ錠100mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥135.20 2007/11/26 ﾄﾋﾟﾅ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 5917 トプシムクリーム0.05%　5g 田辺三菱製薬㈱ 1 本 ¥104.00 2008/10/23 ﾄﾌﾟｼﾑｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6022 トプシムスプレー0.0143％　　28g 田辺三菱製薬㈱ 1 本 ¥361.20 2009/03/12 ﾄﾌﾟｼﾑｽﾌﾟﾚｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5921 トプシムローション0.05%　10g 田辺三菱製薬㈱ 1 本 ¥208.00 2008/12/17 ﾄﾌﾟｼﾑﾛｰｼｮﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6753 ドプスOD錠100mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥54.60 2011/07/27 ﾄﾞﾌﾟｽOD100
株式会社ピーエスシー　八幡店 4897 トスフロ点眼液　0.3%　５ｍｌ 日東ﾒﾃﾞｨｯｸ㈱ 1 本 ¥498.00 2007/07/06 ﾄﾌｽﾛﾃﾝｶﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5430 トブラシン点眼液　0.3%　5mL 日東ﾒﾃﾞｨｯｸ㈱ 1 本 ¥182.00 2008/07/18 ﾄﾌﾞﾗｼﾝ0.3
株式会社ピーエスシー　八幡店 291 トフラニール錠10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥9.80 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ10  
株式会社ピーエスシー　八幡店 292 トフラニール錠25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥10.10 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ25  
株式会社ピーエスシー　八幡店 7155 ドボベット軟膏　15g 協和ｷﾘﾝ㈱ 1 本 ¥3,534.00 2014/12/03 ﾄﾞﾎﾞﾍﾞｯﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2167 トミロン錠100 富士ﾌｨﾙﾑ富山化学㈱ 10 錠 ¥39.50 ﾄﾐﾛﾝ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 3302 ドラール錠15 久光製薬㈱ 10 錠 ¥78.30 2000/03/01 ﾄﾞﾗｰﾙ15   3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 4139 ドラール錠20 久光製薬㈱ 10 錠 ¥92.60 2003/02/01 ﾄﾞﾗｰﾙ20   3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 7447 トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥9.50 2018/07/30 ﾄﾗｾﾐﾄﾞｵｰﾃﾞｨｰ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7448 トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」 ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥15.20 2018/07/30 ﾄﾗｾﾐﾄﾞｵｰﾃﾞｨｰ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6770 トラゼンタ錠5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥143.60 2011/11/17 ﾄﾗｾﾞﾝﾀ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 7490 トラディアンス配合錠ＡＰ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱1 錠 ¥275.90 2018/12/21 ﾄﾗﾃﾞｨｱﾝｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7491 トラディアンス配合錠ＢＰ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱1 錠 ¥386.30 2018/12/21 ﾄﾗﾃﾞｨｱﾝｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4990 トラバタンズ点眼液0.004%　2.5mL ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 本 ¥1,844.00 2008/04/01 ﾄﾗﾊﾞﾀﾝｽﾞﾃﾝ 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6243 トラベルミン配合錠 ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥5.90 2009/10/27 ﾄﾗﾍﾞﾙﾐﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7166 トラマールOD錠25mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥34.70 2015/01/16 ﾄﾗﾏｰﾙOD25
株式会社ピーエスシー　八幡店 7207 トラムセット配合錠 持田製薬㈱ 10 錠 ¥53.30 2017/02/20 ﾄﾗﾑｾｯﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 400 トランコロン錠7.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 ﾄﾗﾝｺﾛﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1704 トランサミンカプセル250mg 第一三共㈱ 10 cp ¥10.10 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1294 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 日医工㈱ 10 錠 ¥5.90 2015/10/09 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 後発品 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 1817 トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 日医工㈱ 10 錠 ¥5.70 2015/10/08 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 後発品 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 1643 トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 ニプロ㈱ 10 錠 ¥6.20 2015/03/24 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1645 トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 ニプロ㈱ 10 錠 ¥6.20 2015/03/24 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6555 トリノシン顆粒10%　1g ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 21 包 ¥16.20 2010/07/06 ﾄﾘﾉｼﾝｶﾘｭｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2535 トリプタノール錠10 日医工㈱ 10 錠 ¥9.80 1999/03/01 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 2537 トリプタノール錠25 日医工㈱ 10 錠 ¥9.80 1999/03/01 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 1777 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品㈱ 10 錠 ¥5.90 2015/07/31 ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2724 トルソプト点眼液1%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥1,087.50 1999/05/25 ﾄﾙｿﾌﾟﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1722 ドルナー錠20μg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥39.60 ﾄﾞﾙﾅｰ20   
株式会社ピーエスシー　八幡店 3770 トレドミン錠25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥24.70 2000/11/28 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ25  
株式会社ピーエスシー　八幡店 5809 ドレニゾンテープ4μg/cm2（7.5×10cm） 帝國製薬㈱ 1 枚 ¥72.70 2008/09/09 ﾄﾞﾚﾆｿﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6029 トレリーフ錠25mg 大日本住友製薬㈱ 1 錠 ¥966.10 2009/04/30 ﾄﾚﾘｰﾌ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 7188 トレリーフOD錠25mg 大日本住友製薬㈱ 1 錠 ¥966.10 2015/04/20 ﾄﾚﾘｰﾌOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 7373 トレリーフＯＤ錠５０ｍｇ 大日本住友製薬㈱ 1 錠 ¥1,449.10 2020/12/09 ﾄﾚﾘｰﾌｵｰﾃﾞｨｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6811 ナウゼリンOD錠10 協和ｷﾘﾝ㈱ 10 錠 ¥13.20 2011/12/12 ﾅｳｾﾞﾘﾝOD10
株式会社ピーエスシー　八幡店 1199 ナウゼリン坐剤10 協和ｷﾘﾝ㈱ 5 個 ¥50.90 ﾅｳｾﾞﾘﾝｻﾞｻﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1201 ナウゼリン坐剤60 協和ｷﾘﾝ㈱ 5 個 ¥116.60 ﾅｳｾﾞﾘﾝｻﾞｻﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2623 ナウゼリン坐剤30 協和ｷﾘﾝ㈱ 5 個 ¥83.50 1999/03/01 ﾅｳｾﾞﾘﾝｻﾞｻﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1337 ナジフロキサシンクリーム1%｢ﾄｰﾜ｣　10g 東和薬品㈱ 1 本 ¥269.00 2013/12/24 ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3776 ナゼアOD錠0.1mg LTLﾌｧｰﾏ㈱ 1 錠 ¥1,019.50 2006/05/11 ﾅｾﾞｱｵｰﾃﾞｨ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5866 ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 杏林製薬㈱ 1 本 ¥1,373.50 2008/10/28 ﾅｿﾞﾈｯｸｽ056
株式会社ピーエスシー　八幡店 680 ナトリックス錠1 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥10.40 ﾅﾄﾘｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5841 ナパゲルンクリーム3%　25g 帝國製薬㈱ 1 本 ¥180.00 2008/09/25 ﾅﾊﾟｹﾞﾙﾝｸﾘｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5788 ナパゲルンローション3%　50mL 帝國製薬㈱ 1 本 ¥360.00 2008/08/04 ﾅﾊﾟｹﾞﾙﾝﾛｰｼ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1940 ナフトピジルＯＤ錠　２５ｍｇ｢ＥＥ｣ 日医工㈱ 10 錠 ¥10.10 2016/01/04 ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ25 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3379 ナボールゲル1%　25g 久光製薬㈱ 1 本 ¥170.00 2000/06/23 ﾅﾎﾞｰﾙｹﾞﾙ  
株式会社ピーエスシー　八幡店 4924 ニゾラールクリーム2%　10g ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥304.00 2007/08/07 ﾆｿﾞﾗｰﾙｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4375 ニゾラールローション2%　10g ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥304.00 2003/08/11 ﾆｿﾞﾗｰﾙﾛｰｼｮ
株式会社ピーエスシー　八幡店 748 ニトロールRカプセル20mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 cp ¥13.00 ﾆﾄﾛｰﾙR
株式会社ピーエスシー　八幡店 5886 ニトロールスプレー1.25mg　10g ｴｰｻﾞｲ㈱ 1 本 ¥1,178.60 2008/11/21 ﾆﾄﾛｰﾙｽﾌﾟﾚｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6238 ニトロダームTTS25mg 田辺三菱製薬㈱ 1 枚 ¥66.20 2009/10/27 ﾆﾄﾛﾀﾞｰﾑTTS
株式会社ピーエスシー　八幡店 4796 ニトロペン舌下錠0.3mg 日本化薬㈱ 10 錠 ¥12.60 2007/03/29 ﾆﾄﾛﾍﾟﾝｾﾞｯｶ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 694 ニバジール錠2mg LTLﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥13.20 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ2
株式会社ピーエスシー　八幡店 695 ニバジール錠4mg LTLﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥24.60 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ4
株式会社ピーエスシー　八幡店 6170 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥10.20 2014/12/03 ﾆﾌｪｼﾞﾋCR20 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1594 ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 2015/01/26 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1595 ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥5.90 2015/01/26 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1692 ニフェジピンＬ錠20mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥5.90 2015/04/27 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6301 ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥19.50 2015/04/23 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2549 ニフラン錠75mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥10.60 1999/03/01 ﾆﾌﾗﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5420 ニフラン点眼液0.1%　5mL 武田薬品工業㈱ 1 本 ¥194.50 2008/03/03 ﾆﾌﾗﾝﾃﾝｶﾞﾝｴ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2464 ニポラジン錠3mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥8.40 1999/03/01 ﾆﾎﾟﾗｼﾞﾝ   
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株式会社ピーエスシー　八幡店 7023 ニュープロパッチ9mg 大塚製薬㈱ 1 枚 ¥618.60 2013/03/14 ﾆｭｰﾌﾟﾛ9
株式会社ピーエスシー　八幡店 7050 ニュープロパッチ13.5mg 大塚製薬㈱ 1 枚 ¥796.20 2013/08/27 ﾆｭｰﾌﾟﾛﾊﾟｯﾁ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7199 ニュープロパッチ18mg 大塚製薬㈱ 1 枚 ¥950.80 2016/07/08 ﾆｭｰﾌﾟﾛﾊﾟｯﾁ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2816 ニューロタン錠25mg MSD㈱ 10 錠 ¥53.90 2000/09/01 ﾆｭｰﾛﾀﾝ25  
株式会社ピーエスシー　八幡店 2715 ニューロタン錠50mg MSD㈱ 10 錠 ¥102.30 1999/03/01 ﾆｭｰﾛﾀﾝ5   
株式会社ピーエスシー　八幡店 7451 ネイリンカプセル100mg 佐藤製薬㈱ 1 cp ¥817.10 2020/12/08 ﾈｲﾘﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3362 ネオーラル25mgカプセル ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 5 cp ¥181.70 2000/07/21 ﾈｵｰﾗﾙ025
株式会社ピーエスシー　八幡店 3363 ネオーラル50mgカプセル ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 cp ¥312.30 2000/07/21 ﾈｵｰﾗﾙ050
株式会社ピーエスシー　八幡店 7493 ネオキシテープ73.5mg　7枚入 久光製薬㈱ 1 袋 ¥1,262.80 2019/02/12 ﾈｵｷｼﾃｰﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6041 ネオステリングリーンうがい液0.2%　40mL 日本歯科薬品㈱ 1 本 ¥317.93 2013/11/21 ﾈｵｽﾃﾘﾝｸﾞﾘｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6264 ネオドパストン配合錠Ｌ100 第一三共㈱ 10 錠 ¥23.60 2009/11/04 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2907 ネオ メドロールEE軟膏　3g ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 1 本 ¥139.80 2000/03/01 ﾈｵﾒﾄﾞﾛｰﾙEE
株式会社ピーエスシー　八幡店 6769 ネキシウムカプセル10mg 第一三共㈱ 10 cp ¥67.50 2011/09/21 ﾈｷｼｳﾑ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 6768 ネキシウムカプセル20mg 第一三共㈱ 10 cp ¥117.30 2011/09/21 ﾈｷｼｳﾑ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 6547 ネシーナ錠12.5mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥91.20 2010/07/01 ﾈｼｰﾅ12.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 6528 ネシーナ錠25mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥170.10 2010/07/01 ﾈｼｰﾅ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 6659 ネバナック懸濁性点眼液0.1%　5mL ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 本 ¥880.00 2011/01/21 ﾈﾊﾞﾅｯｸﾃﾝｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6183 ネリゾナクリーム0.1%　5g LTLﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥121.50 2009/10/20 ﾈﾘｿﾞﾅｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6184 ネリゾナクリーム0.1%　10g LTLﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥243.00 2009/10/20 ﾈﾘｿﾞﾅｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6185 ネリゾナソリューション0.1%　10mL LTLﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥243.00 2009/10/20 ﾈﾘｿﾞﾅｿﾘｭｰｼ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6181 ネリゾナユニバーサルｸﾘｰﾑ0.1%　5g LTLﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥121.50 2009/10/20 ﾈﾘｿﾞﾅﾕﾆﾊﾞｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6182 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%　10g LTLﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥243.00 2009/10/20 ﾈﾘｿﾞﾅﾕﾆﾊﾞｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2820 ネリプロクト坐剤 LTLﾌｧｰﾏ㈱ 7 個 ¥32.20 1999/09/06 ﾈﾘﾌﾟﾛｸﾄｻﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2821 ネリプロクト軟膏　2g LTLﾌｧｰﾏ㈱ 7 本 ¥58.80 1999/09/06 ﾈﾘﾌﾟﾛｸﾄﾅﾝｺ
株式会社ピーエスシー　八幡店 16 ネルボン錠5mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥9.70 ﾈﾙﾎﾞﾝ5mg 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 1033 ノイエルカプセル200mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 cp ¥11.20 ﾉｲｴﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3943 ノイエル細粒40%  0.5g ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 6 包 ¥9.95 ﾉｲｴﾙｻｲﾘｭｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 195 ノイロトロピン錠4単位 日本臓器製薬㈱ 10 錠 ¥29.50 ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6249 ノイロビタン配合錠 LTLﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥5.80 2009/10/27 ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7045 ノウリアスト錠20mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 1 錠 ¥796.90 2013/07/25 ﾉｳﾘｱｽﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 280 ノバミン錠5mg 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥9.80 2005/05/30 ﾉﾊﾞﾐﾝ5    
株式会社ピーエスシー　八幡店 6657 ノルバスク錠10mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥60.10 2011/01/21 ﾉﾙﾊﾞｽｸ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 2864 ノルバスク錠2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥21.90 1999/09/06 ﾉﾙﾊﾞｽｸ2.5 
株式会社ピーエスシー　八幡店 783 ノルバスク錠5mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥38.00 ﾉﾙﾊﾞｽｸ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 5806 ノルバスクOD錠2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥21.90 2008/09/25 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 5746 ノルバスクOD錠5mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥38.00 2008/09/25 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD05
株式会社ピーエスシー　八幡店 6661 ノルバスクOD錠10mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥60.10 2011/01/28 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD10
株式会社ピーエスシー　八幡店 1869 ノルバデックス錠10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 10 錠 ¥102.30 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ 
株式会社ピーエスシー　八幡店 4752 ノルバデックス錠20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 10 錠 ¥198.10 2006/09/08 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4277 ハーフジゴキシンKY錠0.125 ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥9.80 2003/02/01 ﾊｰﾌｼﾞｺﾞｷｼﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3789 バイアスピリン錠100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 14 錠 ¥5.70 2001/02/06 ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2600 バイカロン錠25mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥10.10 2003/02/01 ﾊﾞｲｶﾛﾝ25  
株式会社ピーエスシー　八幡店 1644 ハイシー顆粒25%　1g 武田薬品工業㈱ 6 包 ¥6.30 ﾊｲｼｰ      
株式会社ピーエスシー　八幡店 2654 ハイドレアカプセル500mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 1 cp ¥264.10 1999/03/01 ﾊｲﾄﾞﾚｱｶﾌ  
株式会社ピーエスシー　八幡店 3743 バイナス錠75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 10 錠 ¥100.90 2001/03/01 ﾊﾞｲﾅｽ075
株式会社ピーエスシー　八幡店 4720 ハイパジールコーワ点眼液0.25%　5mL 興和創薬㈱ 1 本 ¥1,499.50 2006/09/19 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 206 ハイペン錠200mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥21.30 ﾊｲﾍﾟﾝ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 2699 ハイボン錠20mg ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥5.70 1999/03/01 ﾊｲﾎﾞﾝ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 2546 バイロテンシン錠5mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥23.40 1999/03/01 ﾊﾞｲﾛﾃﾝ05  
株式会社ピーエスシー　八幡店 6623 パキシル錠5mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 10 錠 ¥42.60 2010/12/03 ﾊﾟｷｼﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3781 パキシル錠10mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 10 錠 ¥75.80 2001/01/18 ﾊﾟｷｼﾙ010  
株式会社ピーエスシー　八幡店 3782 パキシル錠20mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 10 錠 ¥131.70 2001/01/18 ﾊﾟｷｼﾙ020
株式会社ピーエスシー　八幡店 6900 パキシルCR錠12.5mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 14 錠 ¥75.40 2012/08/21 ﾊﾟｷｼﾙCR12
株式会社ピーエスシー　八幡店 6901 パキシルCR錠25mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 14 錠 ¥130.60 2012/08/21 ﾊﾟｷｼﾙCR25
株式会社ピーエスシー　八幡店 2250 小児用バクシダール錠　５０ｍｇ 杏林製薬㈱ 10 錠 ¥67.10 ﾊﾞｸｼﾀﾞ050 
株式会社ピーエスシー　八幡店 6196 バクタ配合錠 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥69.20 2013/11/21 ﾊﾞｸﾀﾊｲｺﾞｳｼ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6210 バクトラミン配合錠 太陽ﾌｧﾙﾏ㈱ 10 錠 ¥17.40 2009/10/23 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝﾊｲ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4985 パスタロンソフト軟膏10%　20g 佐藤製薬㈱ 1 本 ¥114.00 2007/11/16 ﾊﾟｽﾀﾛﾝｿﾌﾄﾅ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4775 パタノール点眼液0.1%　5mL 協和ｷﾘﾝ㈱ 1 本 ¥881.50 2007/01/22 ﾊﾟﾀﾉｰﾙﾃﾝｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1341 バップフォー錠10 大鵬薬品工業㈱ 10 錠 ¥50.00 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 1342 バップフォー錠20 大鵬薬品工業㈱ 10 錠 ¥85.80 2003/06/02 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 1715 パナルジン錠100mg ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥13.60 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2169 バナン錠100mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥63.70 ﾊﾞﾅﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6244 バファリン配合錠A81 ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥5.70 2009/10/27 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA081 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6245 バファリン配合錠A330 ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥5.80 2009/10/27 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA330
株式会社ピーエスシー　八幡店 4770 バラクルード錠0.5mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 1 錠 ¥790.50 2006/09/27 ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 1818 バラシクロビル錠500mg「ファイザー」 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 6 錠 ¥131.20 2015/10/08 ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2913 バラマイシン軟膏　10g 小野薬品工業㈱ 1 本 ¥65.00 2000/03/01 ﾊﾞﾗﾏｲｼﾝﾅﾝｺ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4154 バランス錠5mg 丸石製薬㈱ 10 錠 ¥9.80 2003/02/01 ﾊﾞﾗﾝｽ05   3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 7182 パリエット錠5mg EAﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥48.50 2015/06/03 ﾊﾟﾘｴｯﾄ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 1073 パリエット錠10mg EAﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥86.10 ﾊﾟﾘｴｯﾄ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 3457 パリエット錠20mg EAﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥162.40 2000/09/01 ﾊﾟﾘｴｯﾄ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 7410 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品㈱ 14 錠 ¥14.10 2018/05/09 ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝｵｰﾃﾞｨｰ後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7411 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 東和薬品㈱ 14 錠 ¥26.60 2018/05/09 ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝｵｰﾃﾞｨｰ後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 22 ハルシオン 0.125mg錠 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥8.40 ﾊﾙｼｵﾝ0.125 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 23 ハルシオン 0.25mg錠 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥12.40 ﾊﾙｼｵﾝ0.25 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 3774 バルトレックス錠500 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 錠 ¥354.20 ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ  
株式会社ピーエスシー　八幡店 4558 ハルナールD錠0.2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 14 錠 ¥83.70 2005/07/01 ﾊﾙﾅｰﾙD02
株式会社ピーエスシー　八幡店 2128 バルヒディオ配合錠EX「サンド」 ｻﾝﾄﾞ㈱ 14 錠 ¥38.20 2017/08/01 ﾊﾞﾙﾋﾃﾞｨｵ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2127 バルヒディオ配合錠MD「サンド」 ｻﾝﾄﾞ㈱ 14 錠 ¥37.60 2017/08/01 ﾊﾞﾙﾋﾃﾞｨｵMD 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7421 パルモディア錠0.1mg 興和㈱ 10 錠 ¥34.10 2018/06/22 ﾊﾟﾙﾓﾃﾞｨｱ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7806 ハルロピテープ　8mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 1 枚 ¥400.20 2020/07/08 ﾊﾙﾛﾋﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7807 ハルロピテープ　16mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 1 枚 ¥615.80 2020/07/08 ﾊﾙﾛﾋﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1794 パロキセチン錠10mg「EE」 日医工㈱ 10 錠 ¥26.30 2015/08/25 ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1795 パロキセチン錠20mg「EE」 日医工㈱ 10 錠 ¥47.10 2015/08/25 ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2992 パントシン錠100 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥8.40 2000/03/01 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 3600 パントシン散20%　1g ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 6 包 ¥14.90 2000/09/01 ﾊﾟﾝﾄｼﾝｻﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1918 ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ点眼液0.1%｢ﾆｯﾃﾝ｣　5mL ㈱日本点眼薬研究所 1 本 ¥137.10 2015/12/03 ﾋｱﾙﾛﾝｻﾝﾅﾄﾘ 後発品
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株式会社ピーエスシー　八幡店 6831 ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑPF点眼液0.1%「日点」　5mL ㈱日本点眼薬研究所 1 本 ¥137.10 2012/01/18 ﾋｱﾙﾛﾝｻﾝﾅﾄﾘ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4829 ヒアレイン点眼液0.1%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥345.40 2007/02/13 ﾋｱﾚｲﾝﾃﾝ0.1
株式会社ピーエスシー　八幡店 6660 ヒアレイン点眼液0.3%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥495.30 2011/01/26 ﾋｱﾚｲﾝﾃﾝ0.3
株式会社ピーエスシー　八幡店 6406 ピーエイ配合錠 ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥4.70 2017/04/01 ﾋﾟｰｴｲﾊｲｺﾞｳ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6271 PL配合顆粒　1g 塩野義製薬㈱ 4 包 ¥6.50 2009/11/04 ﾋﾟｰｴﾙｶﾘｭ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6272 幼児用PL配合顆粒　1ｇ 塩野義製薬㈱ 4 包 ¥6.50 2009/11/04 ﾋﾟｰｴﾙﾖｳｼﾞｶ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2920 ピーゼットシー糖衣錠2mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥9.40 2000/03/01 ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ2
株式会社ピーエスシー　八幡店 6583 ビーソフテンクリーム0.3%　25g 持田製薬㈱ 1 本 ¥182.50 2010/08/09 ﾋﾞｰｿﾌﾃﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6584 ビーソフテンローション0.3%　50g 持田製薬㈱ 1 本 ¥365.00 2010/08/09 ﾋﾞｰｿﾌﾃﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1691 ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥19.90 2015/05/11 ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6214 ビオスリー配合散  1g 鳥居薬品㈱ 3 包 ¥6.30 2013/03/28 ﾋﾞｵｽﾘｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7292 ビオスリー配合OD錠 鳥居薬品㈱ 21 錠 ¥5.70 2016/06/10 ﾋﾞｵｽﾘｰOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 6348 ビオフェルミン配合散　1g 武田薬品工業㈱ 3 包 ¥6.30 2009/11/25 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6349 ビオフェルミンR散　1g 武田薬品工業㈱ 3 包 ¥6.30 2009/11/25 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝRｻ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3546 ビオフェルミンR錠 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.90 2000/09/01 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝRｼ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2136 ビカルタミドOD錠80mg「NK」 日本化薬㈱ 1 錠 ¥234.80 2016/09/05 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2557 ビクシリンカプセル250mg MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 10 cp ¥21.00 1999/03/01 ﾋﾞｸｼﾘﾝ250
株式会社ピーエスシー　八幡店 5507 ビクロックス錠　２００ｍｇ MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 10 錠 ¥31.00 2012/07/20 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ200 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1515 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%「日医工」10mL 日医工㈱ 1 本 ¥88.00 2014/08/06 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4438 ビ・シフロール錠0.125mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥39.60 2004/08/04 ﾋﾞｼﾌﾛｰﾙ125
株式会社ピーエスシー　八幡店 4467 ビ・シフロール錠0.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥133.80 2004/08/04 ﾋﾞｼﾌﾛｰﾙ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 7057 ビソノテープ4mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 7 枚 ¥78.60 2013/11/22 ﾋﾞｿﾉﾃｰﾌﾟ4
株式会社ピーエスシー　八幡店 7058 ビソノテープ8mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 7 枚 ¥108.20 2013/11/22 ﾋﾞｿﾉﾃｰﾌﾟ8
株式会社ピーエスシー　八幡店 1712 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品㈱ 10 錠 ¥23.80 2015/05/11 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1708 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品㈱ 10 錠 ¥10.10 2015/05/11 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1710 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品㈱ 10 錠 ¥10.10 2015/05/11 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2595 ビタノイリンカプセル50 武田薬品工業㈱ 10 cp ¥11.80 1999/03/01 ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 1654 ビタノイリンカプセル25 武田薬品工業㈱ 10 cp ¥6.10 ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 1347 ピタバスタチンCa・OD錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品㈱ 10 錠 ¥15.70 2014/01/09 ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1348 ピタバスタチンCa・OD錠2mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品㈱ 10 錠 ¥29.50 2014/01/09 ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6329 ビタメジン配合カプセルB25 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 cp ¥5.70 2009/11/12 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1657 ビダラビン軟膏3%「ＳＷ」　5g 沢井製薬㈱ 1 本 ¥496.50 2015/07/14 ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝﾅﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6266 ヒダントールF配合錠 第一三共㈱ 10 錠 ¥5.90 2009/11/04 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙF 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 2962 ピドキサール錠10mg 太陽ﾌｧﾙﾏ㈱ 10 錠 ¥5.70 2000/03/01 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 1362 ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥5.70 2014/02/06 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6616 ビビアント錠20mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥93.40 2010/11/30 ﾋﾞﾋﾞｱﾝﾄ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 7300 ビムパット錠50mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥218.40 2016/10/05 ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7304 ビムパット錠100mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥356.40 2016/10/05 ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 6676 ピモベンダン錠2.5mg「TE」 ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥96.30 2011/03/28 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7318 ビラノア錠20mg 大鵬薬品工業㈱ 10 錠 ¥71.30 2017/01/24 ﾋﾞﾗﾉｱ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7358 ヒルドイドクリーム0.3％　25g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥540.00 2017/12/01 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5965 ヒルドイドソフト軟膏0.3%　25g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥540.00 2009/01/23 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｿﾌﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7461 ヒルドイドフォーム0.3%　92g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥1,996.40 2020/02/13 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞﾌｫｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5962 ヒルドイドローション0.3%　25g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥540.00 2009/01/23 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞﾛｰｼ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5963 ヒルドイドローション0.3%　50g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥1,080.00 2016/12/01 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞﾛｰｼ
株式会社ピーエスシー　八幡店 283 ヒルナミン錠（5mg) 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.70 ﾋﾙﾅﾐﾝ05   
株式会社ピーエスシー　八幡店 285 ヒルナミン錠（25mg） 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.70 ﾋﾙﾅﾐﾝ25   
株式会社ピーエスシー　八幡店 1516 ファモチジンＤ錠10mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥10.10 2014/08/06 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5502 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥10.10 2012/12/26 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3670 ファロム錠150mg ﾏﾙﾎ㈱ 10 錠 ¥66.90 2000/09/01 ﾌｧﾛﾑ150   
株式会社ピーエスシー　八幡店 2189 ファロム錠200mg ﾏﾙﾎ㈱ 10 錠 ¥87.90 ﾌｧﾛﾑ200   
株式会社ピーエスシー　八幡店 7286 フィコンパ錠2mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 14 錠 ¥193.20 2016/06/10 ﾌｨｺﾝﾊﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3851 フィブラストスプレー　５００μｇ 科研製薬㈱ 1 本 ¥8,875.10 2006/08/18 ﾌｨﾌﾞﾗｽﾄ500 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1696 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 日医工㈱ 10 錠 ¥21.80 2015/05/11 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1697 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 日医工㈱ 10 錠 ¥27.90 2015/05/11 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3140 フェノバール錠30mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥7.00 2000/03/01 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ30 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 6706 フェブリク錠10mg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥27.40 2011/06/24 ﾌｪﾌﾞﾘｸ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 6705 フェブリク錠20mg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥50.10 2011/05/30 ﾌｪﾌﾞﾘｸ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 6707 フェブリク錠40mg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥94.10 2011/06/24 ﾌｪﾌﾞﾘｸ40
株式会社ピーエスシー　八幡店 4657 フェマーラ錠2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 錠 ¥459.10 2006/06/12 ﾌｪﾏｰﾗ2.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 6342 フェルムカプセル100mg 日医工㈱ 10 cp ¥8.20 2009/11/21 ﾌｪﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6211 フェロ・グラデュメット錠105mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 10 錠 ¥8.10 2009/10/22 ﾌｪﾛｸﾞﾗﾃﾞｭﾒ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6353 フェロベリン配合錠 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ㈱ 10 錠 ¥6.50 2009/11/25 ﾌｪﾛﾍﾞﾘﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1678 フェロミア錠50mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥8.40 ﾌｪﾛﾐｱ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1821 フオイパン錠100mg 小野薬品工業㈱ 10 錠 ¥21.50 ﾌｵｲﾊﾟﾝ    
株式会社ピーエスシー　八幡店 4758 フォサマック錠35mg MSD㈱ 1 錠 ¥475.20 2006/10/20 ﾌｫｻﾏｯｸ35
株式会社ピーエスシー　八幡店 7118 フォシーガ錠5mg 小野薬品工業㈱ 10 錠 ¥195.10 2014/08/19 ﾌｫｼｰｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1635 フォリアミン錠5mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥9.80 ﾌｫﾘｱﾐﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5799 フシジンレオ軟膏2%　10g 第一三共㈱ 1 本 ¥179.00 2008/08/11 ﾌｼｼﾞﾝﾚｵﾅﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 412 ブスコパン錠10mg ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥6.40 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 870 フスタゾール糖衣錠10mg ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥5.90 2000/09/01 ﾌｽﾀｿﾞｰﾙﾄｳｲ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7235 プラケニル錠200mg ｻﾉﾌｨ㈱ 1 錠 ¥424.00 2015/11/12 ﾌﾟﾗｹﾆﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6683 プラザキサカプセル75mg　1袋 28cp 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱1 袋 ¥3,861.20 2011/04/07 ﾌﾟﾗｻﾞｷｻ075
株式会社ピーエスシー　八幡店 6684 プラザキサカプセル110mg 1袋 28cp 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱1 袋 ¥6,776.00 2011/04/07 ﾌﾟﾗｻﾞｷｻ110
株式会社ピーエスシー　八幡店 2282 フラジール内服錠250mg 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥36.20 ﾌﾗｼﾞｰﾙﾅｲﾌｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1336 ブラダロン錠200mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥15.80 ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5780 プラノバール配合錠 武田薬品工業㈱ 21 錠 ¥14.00 2008/07/24 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1713 プラバスタチンＮａ錠5mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥13.10 2015/05/11 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1714 プラバスタチンＮａ錠10mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥25.60 2015/05/11 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1616 フラビタン錠5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ05  
株式会社ピーエスシー　八幡店 4647 プラビックス錠25mg ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥67.60 2006/06/01 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 4648 プラビックス錠75mg ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥168.00 2006/06/01 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ75
株式会社ピーエスシー　八幡店 2221 ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩LA錠1.5mgMI｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品㈱ 10 錠 ¥131.00 2017/04/11 ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2479 フランドル錠20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥13.20 1999/03/01 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ20  
株式会社ピーエスシー　八幡店 4815 フランドルテープ40mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 7 枚 ¥62.70 2007/03/12 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙﾃｰﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5593 プランルカストｶﾌﾟｾﾙ　112.5mg「日医工」 日医工㈱ 14 cp ¥21.40 2008/04/01 ﾌﾟﾗﾝﾙｶ1125 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5989 フリバスOD錠25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥36.20 2009/02/02 ﾌﾘﾊﾞｽOD25
株式会社ピーエスシー　八幡店 4718 フリバスOD錠50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥74.70 2008/10/06 ﾌﾘﾊﾞｽOD50
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店舗名 商品コード 品名規格 メーカー名 販売単位 販売単価 登録日 ソート用品名 後発品 向精神薬 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5375 フリバスOD錠75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥104.20 2008/01/18 ﾌﾘﾊﾞｽOD75
株式会社ピーエスシー　八幡店 1172 プリンペラン錠5 日医工㈱ 10 錠 ¥6.50 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 601 フルイトラン錠2mg 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥9.80 ﾌﾙｲﾄﾗﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6109 フルイトラン錠1mg 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥9.80 2009/08/21 ﾌﾙｲﾄﾗﾝ1
株式会社ピーエスシー　八幡店 7536 ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ点眼液0.1%｢日点｣　5mL ㈱日本点眼薬研究所 1 本 ¥93.50 2019/03/01 ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7563 ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ点眼液0.02%｢日点｣　5mL ㈱日本点眼薬研究所 1 本 ¥89.50 2019/03/29 ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6532 フルコナゾールカプセル100mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬㈱ 1 cp ¥260.70 2010/06/16 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1133 プルゼニド錠12mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6230 フルタイド50μgエアゾール120吸入用 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 個 ¥1,688.80 2009/10/23 ﾌﾙﾀｲﾄﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2867 フルタイド100ロタディスク　4BL ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 枚 ¥118.40 1999/11/12 ﾌﾙﾀｲﾄﾞ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 2868 フルタイド200ロタディスク　4BL ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 枚 ¥152.00 1999/11/12 ﾌﾙﾀｲﾄﾞ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 7158 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 杏林製薬㈱ 1 本 ¥6,031.40 2014/12/04 ﾌﾙﾃｨﾌｫｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4727 フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用　8mL ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 本 ¥1,170.80 2006/08/29 ﾌﾙﾅｰｾﾞﾃﾝﾋﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4909 フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用　4mL ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 本 ¥620.10 2007/12/18 ﾌﾙﾅｰｾﾞﾃﾝﾋﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4910 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 4mL ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 本 ¥597.30 2007/11/25 ﾌﾙﾅｰｾﾞﾃﾝﾋﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5850 フルニトラゼパム錠　１ｍｇ　｢アメル｣ 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.70 2017/11/01 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟ1 後発品 2種
株式会社ピーエスシー　八幡店 4733 フルニトラゼパム錠　２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.90 2008/04/01 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 後発品 2種
株式会社ピーエスシー　八幡店 169 ブルフェン錠100 科研製薬㈱ 10 錠 ¥5.90 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ100 
株式会社ピーエスシー　八幡店 1453 フルメタ軟膏　5g 塩野義製薬㈱ 1 本 ¥155.50 ﾌﾙﾒﾀﾅﾝｺｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5844 フルメトロン点眼液0.02%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥176.00 2008/09/05 ﾌﾙﾒﾄﾛﾝﾃ002
株式会社ピーエスシー　八幡店 5810 フルメトロン点眼液0.1%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥215.00 2008/08/12 ﾌﾙﾒﾄﾛﾝﾃﾝｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6314 フルルバンパップ40mg  6枚入 科研製薬㈱ 1 袋 ¥102.60 2009/11/10 ﾌﾙﾙﾊﾞﾝﾊﾟｯﾌ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7853 フレカイニド酢酸塩錠50mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾌｧｲｻﾞｰ製薬㈱ 10 錠 ¥30.60 2020/10/13 ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7878 プレガバリンOD錠25mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥21.80 2020/12/11 ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7879 プレガバリンOD錠75mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥36.30 2020/12/11 ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7880 プレガバリンOD錠150mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥50.10 2020/12/11 ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6500 プレタールOD錠50mg 大塚製薬㈱ 10 錠 ¥34.40 2011/02/02 ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD05
株式会社ピーエスシー　八幡店 6501 プレタールOD錠100mg 大塚製薬㈱ 10 錠 ¥63.30 2010/06/01 ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD10
株式会社ピーエスシー　八幡店 1820 ブレディニン錠50 旭化成ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥198.20 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2380 プレドニゾロン錠「タケダ」5mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥9.80 2000/09/01 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2833 プレドニゾロン錠1mg（旭化成） 旭化成ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥8.30 2000/09/01 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1228 プレドニン錠5mg 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥9.80 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ   
株式会社ピーエスシー　八幡店 452 プレドニン眼軟膏　5g 塩野義製薬㈱ 1 本 ¥218.50 2000/09/01 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝｶﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4477 プレマリン錠0.625mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 14 錠 ¥18.90 2004/08/26 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7086 プレミネント配合錠ＬＤ MSD㈱ 10 錠 ¥105.20 2014/01/08 ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄLD
株式会社ピーエスシー　八幡店 1326 プロクトセディル坐薬 EAﾌｧｰﾏ㈱ 7 個 ¥31.70 ﾌﾟﾛｸﾄｾﾃﾞｨﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1327 プロクトセディル軟膏　2g EAﾌｧｰﾏ㈱ 7 本 ¥44.00 ﾌﾟﾛｸﾄｾﾃﾞｨﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2381 プログラフカプセル1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 1 cp ¥619.60 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3710 プログラフカプセル0.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 1 cp ¥349.10 2012/01/27 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1723 プロサイリン錠20 科研製薬㈱ 10 錠 ¥39.60 2000/09/01 ﾌﾟﾛｻｲﾘﾝ20 
株式会社ピーエスシー　八幡店 5855 フロジン外用液5%　30mL 第一三共㈱ 1 本 ¥810.00 2008/09/19 ﾌﾛｼﾞﾝｶﾞｲﾖｳ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1243 プロスタール錠25 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥59.30 ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4626 プロスタンディン軟膏　0.003％　１０ｇ 小野薬品工業㈱ 1 本 ¥479.00 2006/03/02 ﾌﾟﾛｽﾀﾝﾃﾞ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 1651 フロセミド錠40mg「NP」 ニプロ㈱ 10 錠 ¥6.40 2015/03/24 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1652 フロセミド錠20mg「NP」 ニプロ㈱ 10 錠 ¥6.10 2015/03/25 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1637 ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥10.10 2015/03/25 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD 後発品 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 6949 プロテカジンOD錠10 大鵬薬品工業㈱ 10 錠 ¥27.70 2012/09/26 ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 2872 プロトピック軟膏0.1%　5g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥499.50 ﾌﾟﾛﾄﾋﾟｯｸﾅﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4422 プロトピック軟膏0.03%小児用　5g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥512.00 2004/01/27 ﾌﾟﾛﾄﾋﾟｯｸﾅﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5901 ブロナック点眼液0.1%　5mL 武田薬品工業㈱ 1 本 ¥471.50 2008/10/24 ﾌﾞﾛﾅｯｸﾃﾝｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7684 ブロナンセリン錠2㎎ ｢DSPB｣ 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥24.20 2019/09/12 ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2736 ブロプレス錠4 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥56.00 1999/08/10 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ004
株式会社ピーエスシー　八幡店 2737 ブロプレス錠8 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥108.40 1999/08/10 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ008
株式会社ピーエスシー　八幡店 2738 ブロプレス錠12 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥163.90 2007/06/12 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ012
株式会社ピーエスシー　八幡店 1246 プロベラ錠2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥24.20 ﾌﾟﾛﾍﾞﾗ    
株式会社ピーエスシー　八幡店 1072 プロマック顆粒15%　0.5g ｾﾞﾘｱ新薬工業㈱ 2 包 ¥25.00 ﾌﾟﾛﾏｯｸ0.5 
株式会社ピーエスシー　八幡店 4719 プロマックD錠75 ｾﾞﾘｱ新薬工業㈱ 10 錠 ¥26.60 2006/09/28 ﾌﾟﾛﾏｯｸD75
株式会社ピーエスシー　八幡店 6509 ブロメライン軟膏5万単位/g 　20g ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 1 本 ¥432.00 2013/11/21 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3443 フロモックス錠75mg 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥41.00 2000/09/01 ﾌﾛﾓｯｸｽ075
株式会社ピーエスシー　八幡店 2183 フロモックス錠100mg 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥43.90 ﾌﾛﾓｯｸｽ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 5797 プロラノン点眼液0.1%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥122.00 2008/08/11 ﾌﾟﾛﾗﾉﾝﾃﾝｶﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5859 フロリードゲル経口用2%　5g 持田製薬㈱ 1 本 ¥491.00 2008/10/01 ﾌﾛﾘｰﾄﾞｹﾞﾙ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 2485 プロレナール錠5μg 大日本住友製薬㈱ 21 錠 ¥41.80 2000/09/01 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ   
株式会社ピーエスシー　八幡店 4469 ベイスンOD錠0.2 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥26.70 2005/02/01 ﾍﾞｲｽﾝOD0.2
株式会社ピーエスシー　八幡店 4470 ベイスンOD錠0.3 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥37.00 2005/01/28 ﾍﾞｲｽﾝOD0.3
株式会社ピーエスシー　八幡店 4811 ベガモックス点眼液0.5%　5mL ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 本 ¥602.00 2007/04/17 ﾍﾞｶﾞﾓｯｸｽﾃﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5433 ペキロンクリーム0.5%　10g ﾃｲｶ製薬㈱ 1 本 ¥319.00 2008/06/06 ﾍﾟｷﾛﾝｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7094 ベギンクリーム10%　20g 第一三共㈱ 1 本 ¥90.00 2014/02/12 ﾍﾞｷﾞﾝｸﾘｰﾑ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7095 ベギンクリーム20%　25g 第一三共㈱ 1 本 ¥115.00 2014/02/12 ﾍﾞｷﾞﾝｸﾘｰﾑ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 808 ベザトールSR錠200mg ｷｯｾｲ薬品工業㈱ 10 錠 ¥23.50 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR
株式会社ピーエスシー　八幡店 2526 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥10.10 2017/09/01 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5781 ベシカムクリーム5%　10g 久光製薬㈱ 1 本 ¥175.00 2008/11/18 ﾍﾞｼｶﾑｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6691 ベシケアOD錠2.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥104.80 2011/04/22 ﾍﾞｼｹｱOD2.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 6692 ベシケアOD錠5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥176.80 2011/04/22 ﾍﾞｼｹｱOD5
株式会社ピーエスシー　八幡店 5438 ベストロン点眼用0.5%　5mL 武田薬品工業㈱ 1 本 ¥274.00 2008/04/01 ﾍﾞｽﾄﾛﾝﾃﾝ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 5936 ベセルナクリーム　5％　２５０ｍｇ 持田製薬㈱ 1 包 ¥1,177.00 2009/03/27 ﾍﾞｾﾙﾅｸﾘｰﾑ5 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6775 ベタニス錠25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥107.10 2011/09/21 ﾍﾞﾀﾆｽ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 6774 ベタニス錠50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥180.10 2011/09/21 ﾍﾞﾀﾆｽ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 7457 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa･PF眼耳鼻科用液0.1%｢日点｣　5mL㈱日本点眼薬研究所 1 本 ¥104.00 2018/08/24 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7691 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙﾛｰｼｮﾝ0.05%｢MYK｣ 10g日医工㈱ 1 本 ¥119.00 2019/10/16 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7810 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙﾛｰｼｮﾝ0.12%「ｲﾜｷ」10ML 岩城製薬㈱ 1 本 ¥62.00 2020/12/16 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｷｯｿｳｻﾝｴｽﾃﾙ後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7663 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.05%｢MYK｣ 5g 日医工㈱ 1 本 ¥59.50 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾗｸｻﾝｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｻ後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2966 ベネシッド錠250mg 科研製薬㈱ 10 錠 ¥9.80 2000/03/01 ﾍﾞﾈｼｯﾄﾞ250
株式会社ピーエスシー　八幡店 3890 ベネット錠2.5mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥86.10 2003/06/02 ﾍﾞﾈｯﾄ02.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 4886 ベネット錠17.5mg 武田薬品工業㈱ 1 錠 ¥527.60 2009/06/19 ﾍﾞﾈｯﾄ17.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 2678 ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用泡状ｽﾌﾟﾚｰ0.3%「日本臓器」　100g 日本臓器製薬㈱ 1 本 ¥1,320.00 2017/10/01 ﾍﾊﾟﾘﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1754 ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用ｽﾌﾟﾚｰ0.3%「日医工」100g 持田製薬㈱ 1 本 ¥1,320.00 2015/08/18 ﾍﾊﾟﾘﾝｽﾌﾟﾚｰ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1755 ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質油性ｸﾘｰﾑ0.3%｢日医工｣　25g 持田製薬㈱ 1 本 ¥182.50 2015/09/14 ﾍﾊﾟﾘﾝﾕｾｲ 後発品
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株式会社ピーエスシー　八幡店 7186 ベピオゲル2.5%　15g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥1,666.50 2015/04/06 ﾍﾞﾋﾟｵｹﾞﾙ 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3858 ベプリコール錠50mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥61.40 2001/10/19 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 1321 ヘモクロンカプセル200mg 武田薬品工業㈱ 10 cp ¥21.40 ﾍﾓｸﾛﾝ     
株式会社ピーエスシー　八幡店 7409 ヘモポリゾン軟膏　２ｇ ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 7 個 ¥27.80 2018/05/09 ﾍﾓﾎﾟﾘｿﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1823 ベラプロストＮａ錠20μg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥17.20 2015/10/09 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1893 ペリアクチン錠4mg 日医工㈱ 10 錠 ¥5.80 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝｼﾞﾖ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6199 ベリチーム配合顆粒  0.5g 共和薬品工業㈱ 3 包 ¥5.65 2009/10/22 ﾍﾞﾘﾁｰﾑ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 6200 ベリチーム配合顆粒  1.0g 共和薬品工業㈱ 3 包 ¥11.30 2009/10/22 ﾍﾞﾘﾁｰﾑ1
株式会社ピーエスシー　八幡店 5975 ペルサンチン-Lカプセル150mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 cp ¥33.10 2009/01/23 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝL
株式会社ピーエスシー　八幡店 2489 ペルジピンLAカプセル20mg LTLﾌｧｰﾏ㈱ 10 cp ¥13.10 2003/06/02 ﾍﾟﾙｼﾞﾋｴﾙ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 828 ペルジピン錠20mg LTLﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥13.10 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 690 ペルジピンLAカプセル40mg LTLﾌｧｰﾏ㈱ 10 cp ¥13.60 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLA
株式会社ピーエスシー　八幡店 7151 ベルソムラ錠15mg MSD㈱ 10 錠 ¥90.80 2015/01/05 ﾍﾞﾙｿﾑﾗ15
株式会社ピーエスシー　八幡店 7152 ベルソムラ錠20mg MSD㈱ 10 錠 ¥109.90 2015/01/05 ﾍﾞﾙｿﾑﾗ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 736 ヘルベッサー錠30 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥10.70 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 738 ヘルベッサーRカプセル100mg 田辺三菱製薬㈱ 10 cp ¥25.00 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰR
株式会社ピーエスシー　八幡店 6408 ペレックス配合顆粒　1g 大鵬薬品工業㈱ 10 包 ¥6.30 2010/01/05 ﾍﾟﾚｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2871 ベロテックエロゾル100　10mL 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱1 本 ¥614.20 ﾍﾞﾛﾃｯｸｴﾛ  
株式会社ピーエスシー　八幡店 4100 ベンザリン錠2 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.90 2003/06/02 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ02 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 17 ベンザリン錠5 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥9.70 2000/09/01 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ05 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 5893 ペンタサ錠500mg 杏林製薬㈱ 10 錠 ¥75.50 2009/02/03 ﾍﾟﾝﾀｻ500
株式会社ピーエスシー　八幡店 7267 ペンタサ顆粒94%　2000mg 杏林製薬㈱ 1 包 ¥301.89 2016/02/08 ﾍﾟﾝﾀｻｶﾘｭｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7044 ペンタサ坐剤1g 杏林製薬㈱ 1 個 ¥263.30 2013/07/26 ﾍﾟﾝﾀｻｻﾞｻﾞｲ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5800 ボアラクリーム0.12%　5g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥97.00 2008/08/20 ﾎﾞｱﾗｸﾘｰﾑ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 5812 ボアラ軟膏0.12%　5g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥97.00 2008/08/11 ﾎﾞｱﾗﾅﾝｺｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2929 ホクナリンテープ0.5mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 7 枚 ¥31.70 2003/02/01 ﾎｸﾅﾘﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2930 ホクナリンテープ1mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 7 枚 ¥43.40 2003/02/01 ﾎｸﾅﾘﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2931 ホクナリンテープ2mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 7 枚 ¥61.10 2003/02/01 ﾎｸﾅﾘﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4943 ボグリボースＯＤ錠　0.3mg「ｻﾜｲ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥14.70 2008/04/01 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽO 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1328 強力ポステリザン(軟膏)　2g ﾏﾙﾎ㈱ 5 本 ¥41.80 ﾎﾟｽﾃﾘｻﾞﾝ  
株式会社ピーエスシー　八幡店 2185 ホスミシン錠500 MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 10 錠 ¥64.10 ﾎｽﾐｼﾝ500
株式会社ピーエスシー　八幡店 6912 ホスレノール顆粒分包250mg 　0.7g ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 3 包 ¥124.60 2012/07/02 ﾎｽﾚﾉｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7345 ホスレノールOD錠250mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱ 10 錠 ¥126.00 2019/06/10 ﾎｽﾚﾉｰﾙOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 7149 ボナロン経口ゼリー35mg　2g×4包 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 1 袋 ¥3,850.00 2014/10/31 ﾎﾞﾅﾛﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3849 ボナロン錠5mg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥72.90 2003/02/01 ﾎﾞﾅﾛﾝ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 4765 ボナロン錠35mg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 1 錠 ¥473.60 2007/01/04 ﾎﾞﾅﾛﾝ35
株式会社ピーエスシー　八幡店 6054 ボノテオ錠1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥92.80 2009/04/20 ﾎﾞﾉﾃｵ1
株式会社ピーエスシー　八幡店 6771 ボノテオ錠50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 1 錠 ¥2,604.00 2011/10/05 ﾎﾞﾉﾃｵ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 7834 ポビドンヨードガーグル液7%｢ｲﾜｷ｣　30mL 岩城製薬㈱ 1 本 ¥66.00 2020/08/25 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1331 ボラザG坐剤 武田薬品工業㈱ 5 個 ¥30.10 2000/09/01 ﾎﾞﾗｻﾞGｻﾞｻﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3538 ボラザG軟膏　2.4g 武田薬品工業㈱ 7 本 ¥65.76 2000/09/01 ﾎﾞﾗｻﾞGﾅﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3149 ポララミン錠2mg 高田製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 2005/12/12 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3763 ポリフル錠500mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 10 錠 ¥14.30 2001/03/12 ﾎﾟﾘﾌﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 159 ボルタレン錠25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 10 錠 ¥10.50 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ    
株式会社ピーエスシー　八幡店 5807 ボルタレンSRカプセル37.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 10 cp ¥14.20 2008/10/06 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSR37
株式会社ピーエスシー　八幡店 3340 ボルタレンゲル1%　25g ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 本 ¥152.50 2000/11/28 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｹﾞﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3341 ボルタレンゲル1%　50g ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 1 本 ¥305.00 2003/02/03 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｹﾞﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 164 ボルタレンサポ25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 5 個 ¥38.80 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ2 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 165 ボルタレンサポ50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰ 5 個 ¥44.70 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ5 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5418 ポルトラック原末　6g 日本新薬㈱ 21 本 ¥39.00 2008/05/13 ﾎﾟﾙﾄﾗｯｸｹﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 133 ポンタールカプセル250mg 第一三共㈱ 10 cp ¥8.40 ﾎﾟﾝﾀｰﾙ250
株式会社ピーエスシー　八幡店 7290 ボンビバ錠100mg 中外製薬㈱ 1 錠 ¥2,497.10 2016/06/10 ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6948 マーズレン配合錠0.375ES EAﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥7.70 2012/09/26 ﾏｰｽﾞﾚﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6174 マーズレンS配合顆粒　0.5g EAﾌｧｰﾏ㈱ 3 包 ¥6.70 2009/10/16 ﾏｰｽﾞﾚﾝS0.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 6175 マーズレンS配合顆粒  0.67g EAﾌｧｰﾏ㈱ 3 包 ¥8.98 2009/10/16 ﾏｰｽﾞﾚﾝS067
株式会社ピーエスシー　八幡店 6250 マーロックス懸濁用配合顆粒　1.2g ｻﾉﾌｨ㈱ 3 包 ¥18.00 2009/10/27 ﾏｰﾛｯｸｽｹﾝﾀﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6290 マイザークリーム0.05%　5g 田辺三菱製薬㈱ 1 本 ¥82.50 2009/11/04 ﾏｲｻﾞｰｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6292 マイザー軟膏0.05%　5g 田辺三菱製薬㈱ 1 本 ¥82.50 2009/11/04 ﾏｲｻﾞｰﾅﾝｺｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3369 マイスタン錠5mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥20.00 2000/06/05 ﾏｲｽﾀﾝ05 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 3370 マイスタン錠10mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥34.80 2005/05/11 ﾏｲｽﾀﾝ10 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 3785 マイスリー錠5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥33.90 2001/03/12 ﾏｲｽﾘｰ005  3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 3790 マイスリー錠10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥54.60 2001/03/01 ﾏｲｽﾘｰ010  3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 4859 人工涙液マイティア点眼液　5mL 武田薬品工業㈱ 1 本 ¥87.10 2007/05/01 ﾏｲﾃｨｱ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5829 マイテラーゼ錠10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥20.40 2008/10/01 ﾏｲﾃﾗｰｾﾞ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 4483 マクサルトＲＰＤ10mg　3錠ケース ｴｰｻﾞｲ㈱ 1 袋 ¥1,965.90 2005/07/04 ﾏｸｻﾙﾄRPD
株式会社ピーエスシー　八幡店 4845 マグミット錠「日本新薬」　５００ｍｇ 日本新薬㈱ 10 錠 ¥5.70 2007/02/26 ﾏｸﾞﾐｯﾄﾆ500 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4292 マグミット錠｢丸石｣　２５０ｍｇ 丸石製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 2003/12/10 ﾏｸﾞﾐｯﾄﾏ250 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4293 マグミット錠｢丸石｣　３３０ｍｇ 丸石製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 2003/12/10 ﾏｸﾞﾐｯﾄﾏ500 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6268 マドパー配合錠 太陽ﾌｧﾙﾏ㈱ 10 錠 ¥25.70 2009/11/04 ﾏﾄﾞﾊﾟｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7248 マリゼブ錠25mg ｷｯｾｲ薬品工業㈱ 1 錠 ¥919.60 2016/02/08 ﾏﾘｾﾞﾌﾞ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 6282 マルファ配合内服液　210mL 小野薬品工業㈱ 1 本 ¥241.50 2009/11/04 ﾏﾙﾌｧ210 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4816 ミオコールスプレー ０．３ｍｇ ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 1 本 ¥1,591.90 2007/04/05 ﾐｵｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 428 ミオナール錠50mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥13.60 ﾐｵﾅｰﾙ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 6614 ミカムロ配合錠AP 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥99.70 2010/10/19 ﾐｶﾑﾛAP
株式会社ピーエスシー　八幡店 7027 ミカムロ配合錠BP 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥149.80 2013/07/04 ﾐｶﾑﾛBP
株式会社ピーエスシー　八幡店 4527 ミカルディス錠20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱14 錠 ¥51.40 2005/01/20 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 4528 ミカルディス錠40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱14 錠 ¥97.00 2005/01/20 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ40
株式会社ピーエスシー　八幡店 6617 ミカルディス錠80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥145.70 2010/12/03 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ80
株式会社ピーエスシー　八幡店 4894 ミケランLA点眼液2%　2.5mL 大塚製薬㈱ 1 本 ¥1,149.25 2007/09/25 ﾐｹﾗﾝLAﾃﾝｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7317 ミケルナ配合点眼液　2.5mL 大塚製薬㈱ 1 本 ¥1,695.25 2017/03/28 ﾐｹﾙﾅﾊｲｺﾞｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6117 ミコンビ配合錠AP 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥104.60 2009/09/18 ﾐｺﾝﾋﾞAP
株式会社ピーエスシー　八幡店 6118 ミコンビ配合錠BP 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥150.70 2009/09/14 ﾐｺﾝﾋﾞBP
株式会社ピーエスシー　八幡店 4704 ミドリンP点眼液　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥141.00 2006/11/24 ﾐﾄﾞﾘﾝPﾃﾝｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6939 ミニリンメルトOD錠120μg ｷｯｾｲ薬品工業㈱ 10 錠 ¥183.80 2012/08/21 ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7602 ミネブロ錠2.5mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥91.60 2019/05/14 ﾐﾈﾌﾞﾛ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7603 ミネブロ錠5mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥137.40 2019/05/14 ﾐﾈﾌﾞﾛ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1395 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥12.70 2014/04/07 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1396 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥23.70 2014/04/09 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 後発品
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株式会社ピーエスシー　八幡店 2218 ミノマイシン錠50mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥19.10 ﾐﾉﾏｲｼﾝｼﾞｮｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3760 ミヤBM細粒　1g ﾐﾔﾘｻﾝ製薬㈱ 3 包 ¥6.30 2000/10/23 ﾐﾔBMｻｲﾘｭｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3759 ミヤBM錠 ﾐﾔﾘｻﾝ製薬㈱ 12 錠 ¥5.70 2000/10/23 ﾐﾔBMｼﾞｮｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6777 ミラペックスLA錠1.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱1 錠 ¥413.50 2011/09/22 ﾐﾗﾍﾟｯｸｽLA
株式会社ピーエスシー　八幡店 4797 ミリステープ5mg 日本化薬㈱ 14 枚 ¥40.10 2007/04/06 ﾐﾘｽﾃｰﾌﾟ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 1063 ムコスタ錠100mg 大塚製薬㈱ 10 錠 ¥11.80 ﾑｺｽﾀ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 6821 ムコスタ点眼液UD2％　0.35mL×28本 大塚製薬㈱ 1 袋 ¥767.20 2012/01/07 ﾑｺｽﾀﾃﾝｶﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 890 ムコソルバン錠15mg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥14.30 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2493 ムコダイン錠250mg 杏林製薬㈱ 10 錠 ¥8.50 1999/03/01 ﾑｺﾀﾞｲﾝ250
株式会社ピーエスシー　八幡店 882 ムコダイン錠500mg 杏林製薬㈱ 10 錠 ¥13.00 2000/09/01 ﾑｺﾀﾞｲﾝ500
株式会社ピーエスシー　八幡店 4723 メイアクトMS錠100mg MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 10 錠 ¥46.00 2006/07/25 ﾒｲｱｸﾄMS100
株式会社ピーエスシー　八幡店 70 メイラックス錠1mg MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 10 錠 ¥14.20 ﾒｲﾗｯｸｽ1 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 2555 メイラックス錠2mg MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 10 錠 ¥22.60 2000/09/01 ﾒｲﾗｯｸｽ2   3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 6943 メインテート錠0.625mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥16.90 2012/09/07 ﾒｲﾝﾃｰﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6918 メインテート錠2.5mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥23.20 2012/08/20 ﾒｲﾝﾃｰﾄ2.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 6919 メインテート錠5mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥32.50 2012/09/14 ﾒｲﾝﾃｰﾄ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 2561 メキシチールカプセル50mg 太陽ﾌｧﾙﾏ㈱ 10 cp ¥14.70 1999/03/01 ﾒｷｼﾁｰﾙ050
株式会社ピーエスシー　八幡店 2560 メキシチールカプセル100mg 太陽ﾌｧﾙﾏ㈱ 10 cp ¥22.30 1999/03/01 ﾒｷｼﾁｰﾙ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 2976 メキシレチン塩酸塩カプセル　100ｍｇ「トーワ」 東和薬品㈱ 10 cp ¥8.40 2017/11/01 ﾒｷｼﾚ100 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5880 メサデルムクリーム0.1%　5g 大鵬薬品工業㈱ 1 本 ¥77.00 2008/11/25 ﾒｻﾃﾞﾙﾑｸﾘ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 5879 メサデルム軟膏0.1%　5g 大鵬薬品工業㈱ 1 本 ¥77.00 2009/02/06 ﾒｻﾃﾞﾙﾑﾅﾝｺｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5877 メサデルムローション0.1％　10g 大鵬薬品工業㈱ 1 本 ¥154.00 2008/09/17 ﾒｻﾃﾞﾙﾑﾛｰｼｮ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2847 メジコン錠15mg 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 1999/09/06 ﾒｼﾞｺﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3942 メスチノン錠60mg 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥22.00 ﾒｽﾁﾉﾝ     
株式会社ピーエスシー　八幡店 1642 メチコバール錠500μg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥14.70 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ500 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2713 メチルドパ錠（ツルハラ）250 鶴原製薬㈱ 10 錠 ¥9.80 2017/10/01 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ250
株式会社ピーエスシー　八幡店 7486 メトアナ配合錠ＬＤ ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥59.00 2018/12/21 ﾒﾄｱﾅLD
株式会社ピーエスシー　八幡店 6512 メトグルコ錠250mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥10.10 2011/03/28 ﾒﾄｸﾞﾙｺ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7844 メトトレキサート錠2㎎「あゆみ」 あゆみ製薬㈱ 6 錠 ¥135.30 2020/10/26 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1751 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥10.10 2015/06/25 ﾒﾄﾎﾙﾐﾝｴﾝｻﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1753 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 ㈱三和化学研究所 10 錠 ¥10.10 2015/07/24 ﾒﾄﾎﾙﾐﾝｻﾝｴﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4475 メトリジンD錠2mg 大正製薬㈱ 10 錠 ¥26.30 2004/08/25 ﾒﾄﾘｼﾞﾝD02
株式会社ピーエスシー　八幡店 2850 メトリジン錠2mg 大正製薬㈱ 10 錠 ¥26.30 1999/09/06 ﾒﾄﾘｼﾞﾝｼﾞｮｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1231 メドロール錠4mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥15.90 ﾒﾄﾞﾛｰﾙ4   
株式会社ピーエスシー　八幡店 4604 メニレット７０％ゼリー　　３０ｇ 日医工㈱ 3 個 ¥137.10 2013/11/21 ﾒﾆﾚｯﾄ30 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 822 メバロチン錠5 第一三共㈱ 10 錠 ¥32.30 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ05  
株式会社ピーエスシー　八幡店 823 メバロチン錠10 第一三共㈱ 10 錠 ¥61.40 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ10  
株式会社ピーエスシー　八幡店 4705 メプチン錠50μg 大塚製薬㈱ 10 錠 ¥13.60 2006/09/15 ﾒﾌﾟﾁﾝ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 6640 メプチンエアー10μg吸入100回 5mL 大塚製薬㈱ 1 本 ¥814.20 2010/11/30 ﾒﾌﾟﾁﾝｴｱｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6647 メプチンキッドエアー5μg吸入100回 2.5mL 大塚製薬㈱ 1 本 ¥652.50 2011/01/26 ﾒﾌﾟﾁﾝｷｯﾄﾞ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 4453 メプチン吸入液ユニット0.3mL 大塚製薬㈱ 7 本 ¥15.10 2004/04/08 ﾒﾌﾟﾁﾝｷｭｳﾆｭ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7135 メプチンスイングへラー10μg吸入100回 大塚製薬㈱ 1 個 ¥869.80 2014/10/31 ﾒﾌﾟﾁﾝｽｲﾝｸﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4706 メプチンミニ錠25μg 大塚製薬㈱ 10 錠 ¥13.10 2006/08/29 ﾒﾌﾟﾁﾝﾐﾆ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 7132 メマリーOD錠5mg 第一三共㈱ 14 錠 ¥134.70 2014/06/26 ﾒﾏﾘｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6717 メマリー錠5mg 第一三共㈱ 14 錠 ¥134.70 2011/06/08 ﾒﾏﾘｰ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 6723 メマリー錠10mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥240.10 2013/11/21 ﾒﾏﾘｰ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 7193 メマリーOD錠10mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥240.10 2019/05/17 ﾒﾏﾘｰOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 7133 メマリーOD錠20mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥429.50 2014/06/26 ﾒﾏﾘｰOD20
株式会社ピーエスシー　八幡店 7819 メマンチン塩酸塩OD錠　5mg｢DSEP｣ 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 14 錠 ¥51.10 2020/08/03 ﾒﾏﾝﾁﾝｴﾝｻﾝｴﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7820 メマンチン塩酸塩OD錠　20mg｢DSEP｣ 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 14 錠 ¥163.60 2020/08/03 ﾒﾏﾝﾁﾝｴﾝｻﾝｴﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 538 メリスロン錠6mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥8.70 ﾒﾘｽﾛﾝ     
株式会社ピーエスシー　八幡店 1214 メルカゾール錠5mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥9.80 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ   
株式会社ピーエスシー　八幡店 5784 メンタックスクリーム1%　10g 科研製薬㈱ 1 本 ¥317.00 2008/09/22 ﾒﾝﾀｯｸｽｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4522 モービック錠10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥45.80 2005/01/25 ﾓｰﾋﾞｯｸ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 5778 モーラステープ20mg　7枚入 久光製薬㈱ 1 袋 ¥161.70 2008/08/12 ﾓｰﾗｽﾃｰﾌﾟ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 5779 モーラステープL40mg　7枚入 久光製薬㈱ 1 袋 ¥244.30 2008/09/05 ﾓｰﾗｽﾃｰﾌﾟL
株式会社ピーエスシー　八幡店 5397 モーラスパップ60mg　7枚入 久光製薬㈱ 1 袋 ¥203.00 2008/03/26 ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5445 モーラスパップ30mg　7枚入 久光製薬㈱ 1 袋 ¥128.80 2012/07/20 ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7252 モーラスパップXR120mg　7枚入 久光製薬㈱ 1 袋 ¥247.10 2016/02/01 ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟX
株式会社ピーエスシー　八幡店 7321 モーラスパップXR240mg　7枚入 久光製薬㈱ 1 袋 ¥379.40 2017/05/01 ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟX
株式会社ピーエスシー　八幡店 1490 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 日医工㈱ 10 錠 ¥10.10 2014/08/06 ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7542 モビコール配合内用剤 EAﾌｧｰﾏ㈱ 2 包 ¥83.60 2019/03/08 ﾓﾋﾞｺｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2139 モンテルカスト錠10mg「KM」 杏林製薬㈱ 10 錠 ¥71.90 2016/11/02 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ10 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2376 モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」 第一三共㈱ 10 錠 ¥32.10 2017/08/07 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾁｭｱ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6253 ユーエフティ配合カプセルT100 大鵬薬品工業㈱ 1 cp ¥211.90 2009/10/27 ﾕｰｴﾌﾃｨｶﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4826 ユーパスタコーワ軟膏　30g 興和創薬㈱ 1 本 ¥771.00 2007/03/07 ﾕｰﾊﾟｽﾀｺｰﾜ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3078 ユーロジン1mg錠 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥7.80 2000/03/01 ﾕｰﾛｼﾞﾝ01  3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 10 ユーロジン2mg錠 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥12.40 ﾕｰﾛｼﾞﾝ02  3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 2153 ユナシン錠375mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥62.70 2000/09/01 ﾕﾅｼﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6529 ユニシア配合錠HD 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥109.50 2010/07/08 ﾕﾆｼｱHD
株式会社ピーエスシー　八幡店 6530 ユニシア配合錠LD 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥108.20 2010/07/08 ﾕﾆｼｱLD
株式会社ピーエスシー　八幡店 4817 ユニフィルLA錠200mg 大塚製薬㈱ 10 錠 ¥13.50 2007/03/09 ﾕﾆﾌｨﾙLA200
株式会社ピーエスシー　八幡店 4818 ユニフィルLA錠400mg 大塚製薬㈱ 10 錠 ¥14.50 2007/06/04 ﾕﾆﾌｨﾙLA400
株式会社ピーエスシー　八幡店 4843 ユベラNカプセル100mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 cp ¥5.90 2007/03/01 ﾕﾍﾞﾗNｶﾌﾟｾﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 837 ユベラNソフトカプセル200mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 cp ¥9.40 ﾕﾍﾞﾗNｿﾌﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1646 ユベラ錠50mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥5.70 ﾕﾍﾞﾗｼﾞｮｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5323 ユベラ軟膏　56g ｴｰｻﾞｲ㈱ 1 本 ¥184.80 2013/11/21 ﾕﾍﾞﾗﾅﾝｺｳ56 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5967 ユリーフ錠4mg　｢ｷｯｾｲ｣ ｷｯｾｲ薬品工業㈱ 10 錠 ¥65.20 2009/01/23 ﾕﾘｰﾌ4
株式会社ピーエスシー　八幡店 7268 ユリーフOD錠4mg ｷｯｾｲ薬品工業㈱ 10 錠 ¥65.20 2016/03/03 ﾕﾘｰﾌOD4
株式会社ピーエスシー　八幡店 7887 ユリス錠0.5mg 持田製薬㈱ 10 錠 ¥30.00 2020/12/15 ﾕﾘｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7888 ユリス錠１mg 持田製薬㈱ 10 錠 ¥54.80 2020/12/15 ﾕﾘｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2497 ユリノーム錠25mg 鳥居薬品㈱ 10 錠 ¥12.30 1999/03/01 ﾕﾘﾉｰﾑ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 1757 ユリノーム錠50mg 鳥居薬品㈱ 10 錠 ¥16.20 ﾕﾘﾉｰﾑ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 6344 ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 日医工㈱ 10 錠 ¥5.70 2013/09/05 ﾖｳｶｶﾘｳﾑｶﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3428 ヨーデルS糖衣錠-80 藤本製薬㈱ 10 錠 ¥6.40 2000/09/01 ﾖｰﾃﾞﾙS 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2579 ラキソベロン錠2.5mg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥7.60 1999/03/01 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6207 ラキソベロン内用液0.75%  10mL 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥207.00 2009/10/22 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝﾅｲﾖ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4914 ラクリミン点眼液0.05%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥96.10 2007/09/04 ﾗｸﾘﾐﾝﾃﾝｶﾞﾝ
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店舗名 商品コード 品名規格 メーカー名 販売単位 販売単価 登録日 ソート用品名 後発品 向精神薬 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7139 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤　300g 大塚製薬㈱ 1 袋 ¥306.00 2016/02/01 ﾗｺｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6752 ラコールNF配合経腸用液 200mL (ﾐﾙｸ) 大塚製薬㈱ 1 袋 ¥140.00 2011/07/27 ﾗｺｰﾙNF200ﾐ
株式会社ピーエスシー　八幡店 613 ラシックス錠20mg 日医工㈱ 10 錠 ¥9.80 ﾗｼｯｸｽ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 614 ラシックス錠40mg 日医工㈱ 10 錠 ¥13.00 ﾗｼｯｸｽ40
株式会社ピーエスシー　八幡店 6154 ラジレス錠150mg ㈱ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌ 10 錠 ¥121.20 2009/11/17 ﾗｼﾞﾚｽ150
株式会社ピーエスシー　八幡店 7742 ラスビック錠75mg 杏林製薬㈱ 1 錠 ¥353.40 2020/01/30 ﾗｽﾋﾞｯｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3027 ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ点眼液0.005%「三和」2.5mL ㈱三和化学研究所 1 本 ¥579.00 2018/01/11 ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7886 ラツーダ錠20mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥178.70 2020/12/15 ﾗﾂｰﾀﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4637 ラックビー微粒N　1g 興和創薬㈱ 3 包 ¥6.30 2006/04/15 ﾗｯｸﾋﾞｰﾋﾞﾘｭ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2977 ラニラピッド錠0.05mg 中外製薬㈱ 10 錠 ¥5.70 2000/03/01 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1532 ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥46.30 2014/09/04 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1533 ラベプラゾールNa錠20mg「ファイザー」 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥90.80 2014/09/04 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5951 ラミクタール錠25mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 14 錠 ¥63.60 2009/01/05 ﾗﾐｸﾀｰﾙ025
株式会社ピーエスシー　八幡店 5952 ラミクタール錠100mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 14 錠 ¥168.60 2009/01/05 ﾗﾐｸﾀｰﾙ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 4931 ラミシール外用液1%　10g 田辺三菱製薬㈱ 1 本 ¥303.00 2007/09/25 ﾗﾐｼｰﾙｶﾞｲﾖｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4928 ラミシールクリーム1%　10g 田辺三菱製薬㈱ 1 本 ¥303.00 2007/08/21 ﾗﾐｼｰﾙｸﾘｰﾑ1
株式会社ピーエスシー　八幡店 2275 ラミシール錠125mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥159.50 ﾗﾐｼｰﾙｼﾞｮｳ 
株式会社ピーエスシー　八幡店 6853 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥23.00 2012/04/05 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 6854 ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥40.20 2012/04/05 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4452 ランデル錠｢ｾﾞﾘｱ｣　２０ｍｇ ｾﾞﾘｱ新薬工業㈱ 10 錠 ¥29.80 2004/04/01 ﾗﾝﾃﾞﾙ20ｾﾞﾘ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4067 ランデル錠40 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥55.90 2013/11/21 ﾗﾝﾃﾞﾙ40
株式会社ピーエスシー　八幡店 3219 リーゼ錠　　５ｍｇ 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥6.40 ﾘｰｾﾞﾄｳｲ05 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 6202 リーバクト配合顆粒　4.15ｇ EAﾌｧｰﾏ㈱ 21 包 ¥159.30 2009/10/22 ﾘｰﾊﾞｸﾄ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2938 リーマス錠100 大正製薬㈱ 10 錠 ¥11.10 2000/03/01 ﾘｰﾏｽ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 2854 リーマス錠200 大正製薬㈱ 10 錠 ¥18.20 2000/09/01 ﾘｰﾏｽ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 5998 リウマトレックスカプセル2mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 1 cp ¥210.10 2009/02/24 ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7150 リオナ錠250mg 鳥居薬品㈱ 10 錠 ¥80.10 2014/10/31 ﾘｵﾅ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6772 リオベル配合錠LD 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥176.70 2011/11/10 ﾘｵﾍﾞﾙLD
株式会社ピーエスシー　八幡店 2969 リオレサール錠5mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥14.90 2000/03/01 ﾘｵﾚｻｰﾙ5
株式会社ピーエスシー　八幡店 6773 リカルボン錠50mg 小野薬品工業㈱ 1 錠 ¥2,534.50 2011/10/28 ﾘｶﾙﾎﾞﾝ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 7078 リクシアナ錠30mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥411.30 2015/01/23 ﾘｸｼｱﾅ30
株式会社ピーエスシー　八幡店 7165 リクシアナ錠60mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥416.80 2015/01/08 ﾘｸｼｱﾅ60
株式会社ピーエスシー　八幡店 7367 リクシアナＯＤ錠60mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥416.80 2018/01/11 ﾘｸｼｱﾅｵｰﾃﾞｨｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7368 リクシアナＯＤ錠30mg 第一三共㈱ 1 錠 ¥411.30 2017/12/25 ﾘｸｼｱﾅｵｰﾃﾞｨｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1907 リザベンカプセル100mg ｷｯｾｲ薬品工業㈱ 10 cp ¥17.90 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟ 
株式会社ピーエスシー　八幡店 4929 リザベン点眼液0.5%　5mL ｷｯｾｲ薬品工業㈱ 1 本 ¥533.30 2007/11/02 ﾘｻﾞﾍﾞﾝﾃﾝｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4953 リスパダールOD錠1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥24.10 2007/09/27 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4592 リスパダール内用液1mg/mL　0.5mL ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱ 10 包 ¥33.55 2005/09/29 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 1535 リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 東和薬品㈱ 10 錠 ¥12.50 2014/09/09 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 87 リスミー錠1mg 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥15.20 ﾘｽﾐ-1
株式会社ピーエスシー　八幡店 88 リスミー錠2mg 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥24.20 ﾘｽﾐ-2
株式会社ピーエスシー　八幡店 859 リズミック錠10mg 大日本住友製薬㈱ 10 錠 ¥19.20 ﾘｽﾞﾐﾂｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 584 リスモダンカプセル100mg ｻﾉﾌｨ㈱ 10 cp ¥38.60 ﾘｽﾓﾀﾞﾝ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 591 リスモダンR錠150mg ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥40.60 ﾘｽﾓﾀﾞﾝR
株式会社ピーエスシー　八幡店 6191 リドメックスコーワ軟膏0.3%　5g 興和創薬㈱ 1 本 ¥78.00 2009/10/20 ﾘﾄﾞﾒｯｸｽｺｰﾜ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6192 リドメックスコーワクリーム0.3%　5ｇ 興和創薬㈱ 1 本 ¥78.00 2009/10/20 ﾘﾄﾞﾒｯｸｽｺｰﾜ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6193 リドメックスコーワローション0.3%　10g 興和創薬㈱ 1 本 ¥156.00 2009/10/20 ﾘﾄﾞﾒｯｸｽｺｰﾜ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6208 リノコートパウダースプレー鼻用25μg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥906.50 2009/10/22 ﾘﾉｺｰﾄﾊﾟｳﾀﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6767 リパクレオンカプセル150mg ﾏｲﾗﾝEPD(同) 12 cp ¥32.50 2011/11/17 ﾘﾊﾟｸﾚｵﾝｶﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7067 リバスタッチパッチ18mg 小野薬品工業㈱ 1 枚 ¥396.00 2013/11/21 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4387 リバロ錠1mg 興和創薬㈱ 10 錠 ¥47.60 2003/12/19 ﾘﾊﾞﾛ1
株式会社ピーエスシー　八幡店 4388 リバロ錠2mg 興和創薬㈱ 10 錠 ¥89.40 2003/12/19 ﾘﾊﾞﾛ2
株式会社ピーエスシー　八幡店 7035 リバロOD錠1mg 興和創薬㈱ 10 錠 ¥47.60 2013/08/12 ﾘﾊﾞﾛOD1
株式会社ピーエスシー　八幡店 7036 リバロOD錠2mg 興和創薬㈱ 10 錠 ¥89.40 2013/08/12 ﾘﾊﾞﾛOD2
株式会社ピーエスシー　八幡店 6815 リピディル錠53.3mg 科研製薬㈱ 10 錠 ¥24.60 2012/01/04 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ53
株式会社ピーエスシー　八幡店 6816 リピディル錠80mg 科研製薬㈱ 10 錠 ¥32.10 2012/01/04 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ80
株式会社ピーエスシー　八幡店 3355 リピトール錠5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥42.70 2002/06/06 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ05  
株式会社ピーエスシー　八幡店 3356 リピトール錠10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥81.10 2000/09/01 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ10  
株式会社ピーエスシー　八幡店 6147 リフレックス錠15mg MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 10 錠 ¥118.30 2009/09/18 ﾘﾌﾚｯｸｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3912 リボスチン点眼液0.025%　5mL 参天製薬㈱ 1 本 ¥573.50 2002/11/19 ﾘﾎﾞｽﾁﾝﾃﾝｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5367 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 日本新薬㈱ 1 本 ¥694.00 2008/02/06 ﾘﾎﾞｽﾁﾝﾃﾝﾋﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2607 リボトリール錠0.5mg 太陽ﾌｧﾙﾏ㈱ 10 錠 ¥9.30 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ0.5 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 3579 リボトリール錠1mg 太陽ﾌｧﾙﾏ㈱ 10 錠 ¥12.40 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ1 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 824 リポバス錠5 MSD㈱ 10 錠 ¥70.40 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 1901 リマチル錠100mg あゆみ製薬㈱ 10 錠 ¥49.20 ﾘﾏﾁﾙ100   
株式会社ピーエスシー　八幡店 1109 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 日医工㈱ 21 錠 ¥17.20 2013/03/28 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7335 リリカOD錠25mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥65.20 2017/06/28 ﾘﾘｶOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 7336 リリカOD錠75mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥108.80 2017/06/28 ﾘﾘｶOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 7337 リリカOD錠150mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥149.60 2017/06/28 ﾘﾘｶOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 7327 リンゼス錠0.25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 10 錠 ¥87.50 2017/04/12 ﾘﾝｾﾞｽ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1225 リンデロン錠0.5mg 塩野義製薬㈱ 10 錠 ¥13.30 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4579 点眼・点鼻用リンデロンA液　5mL 塩野義製薬㈱ 1 本 ¥391.00 2005/08/16 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝAｴｷ 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1393 リンデロン-DPクリーム　5g 塩野義製薬㈱ 1 本 ¥78.00 2003/02/01 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝDPｸﾘ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1461 リンデロン-VGクリーム0.12%　5g 塩野義製薬㈱ 1 本 ¥138.50 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝVGｸ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1460 リンデロン-VG軟膏0.12%　5g 塩野義製薬㈱ 1 本 ¥138.50 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝVGﾅ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1462 リンデロン-VGローション　10mL 塩野義製薬㈱ 1 本 ¥277.00 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝVGﾛｰ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1389 リンデロン-V軟膏0.12%　5g 塩野義製薬㈱ 1 本 ¥122.00 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝVﾅﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5407 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%　5mL 塩野義製薬㈱ 1 本 ¥318.00 2008/02/12 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝﾃﾝｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2939 リンラキサー錠250mg 大正製薬㈱ 10 錠 ¥13.20 2000/03/01 ﾘﾝﾗｷｻｰ250
株式会社ピーエスシー　八幡店 7278 ルコナック爪外用液5%　3.5g（4mL） 佐藤製薬㈱ 1 本 ¥3,208.45 2016/07/07 ﾙｺﾅｯｸﾂﾒ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7120 ルセフィ錠2.5mg 大正製薬㈱ 10 錠 ¥180.00 2020/01/17 ﾙｾﾌｨ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3421 ルトラール錠　２ｍｇ 富士製薬工業㈱ 10 錠 ¥25.00 2000/09/01 ﾙﾄﾗｰﾙｼﾞｮｳ2
株式会社ピーエスシー　八幡店 7061 ルナベル配合錠LD　1ｼｰﾄ（21錠） 富士製薬工業㈱ 1 枚 ¥4,977.00 2013/10/02 ﾙﾅﾍﾞﾙLD
株式会社ピーエスシー　八幡店 6862 ルネスタ錠1mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥47.30 2012/05/07 ﾙﾈｽﾀ1
株式会社ピーエスシー　八幡店 6863 ルネスタ錠2mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥75.20 2012/08/29 ﾙﾈｽﾀ2
株式会社ピーエスシー　八幡店 7365 ルパフィン錠10mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥64.30 2018/01/11 ﾙﾊﾟﾌｨﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3700 ルプラック錠4mg 富士ﾌｨﾙﾑ富山化学㈱ 10 錠 ¥20.80 2000/09/01 ﾙﾌﾟﾗｯｸ04
株式会社ピーエスシー　八幡店 3775 ルプラック錠8mg 富士ﾌｨﾙﾑ富山化学㈱ 10 錠 ¥33.10 ﾙﾌﾟﾗｯｸ08
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店舗名 商品コード 品名規格 メーカー名 販売単位 販売単価 登録日 ソート用品名 後発品 向精神薬 保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 2728 ルボックス錠25 ｱｯｳﾞｨ合同会社 10 錠 ¥28.70 1999/08/09 ﾙﾎﾞｯｸｽ25  
株式会社ピーエスシー　八幡店 6155 ルミガン点眼液0.03%　2.5mL 武田薬品工業㈱ 1 本 ¥1,860.75 2010/01/04 ﾙﾐｶﾞﾝ0.03%
株式会社ピーエスシー　八幡店 4594 ルリコン液1%　10mL ｻﾝﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥506.00 2005/12/05 ﾙﾘｺﾝｴｷ01
株式会社ピーエスシー　八幡店 4574 ルリコンクリーム1%　10g ｻﾝﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥506.00 2005/09/07 ﾙﾘｺﾝｸﾘｰﾑ01
株式会社ピーエスシー　八幡店 7083 ルリコン軟膏1%　10g ｻﾝﾌｧｰﾏ㈱ 1 本 ¥506.00 2013/12/07 ﾙﾘｺﾝﾅﾝｺｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 2206 ルリッド錠150 ｻﾉﾌｨ㈱ 10 錠 ¥47.70 ﾙﾘｯﾄﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 7403 レキサルティ錠1mg 大塚製薬㈱ 1 錠 ¥269.30 2018/04/24 ﾚｷｻﾙﾃｨ
株式会社ピーエスシー　八幡店 50 レキソタン錠2 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟ 10 錠 ¥5.90 ﾚｷｿﾀﾝ2 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 51 レキソタン錠5 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟ 10 錠 ¥11.40 2000/09/01 ﾚｷｿﾀﾝ5 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 6964 レキップCR錠2mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 錠 ¥222.80 2012/11/06 ﾚｷｯﾌﾟCR2
株式会社ピーエスシー　八幡店 6965 レキップCR錠8mg ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 錠 ¥760.20 2012/11/06 ﾚｷｯﾌﾟCR8
株式会社ピーエスシー　八幡店 6759 レクサプロ錠10mg 持田製薬㈱ 10 錠 ¥193.50 2011/08/22 ﾚｸｻﾌﾟﾛ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 7283 レグパラ錠12.5mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 1 錠 ¥380.80 2016/05/26 ﾚｸﾞﾊﾟﾗ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5450 レグパラ錠25mg 協和ｷﾘﾝ㈱ 1 錠 ¥557.50 2008/03/13 ﾚｸﾞﾊﾟﾗ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 6478 レザルタス配合錠HD 第一三共㈱ 10 錠 ¥115.10 2010/04/21 ﾚｻﾞﾙﾀｽHD
株式会社ピーエスシー　八幡店 6477 レザルタス配合錠LD 第一三共㈱ 10 錠 ¥62.00 2010/07/01 ﾚｻﾞﾙﾀｽLD
株式会社ピーエスシー　八幡店 1155 新レシカルボン坐剤 ｾﾞﾘｱ新薬工業㈱ 6 個 ¥51.40 ﾚｼｶﾙﾎﾞﾝ   保冷品
株式会社ピーエスシー　八幡店 4911 レスキュラ点眼液0.12%　5mL 日東ﾒﾃﾞｨｯｸ㈱ 1 本 ¥1,505.00 2007/08/21 ﾚｽｷｭﾗﾃﾝｶﾞﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3585 レスタス錠2mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ㈱ 10 錠 ¥17.70 2000/09/01 ﾚｽﾀｽ2
株式会社ピーエスシー　八幡店 3388 強力レスタミンコーチゾンｺｰﾜ軟膏 10g 興和創薬㈱ 1 本 ¥153.00 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾁｿﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4208 レスプレン錠20mg 太陽ﾌｧﾙﾏ㈱ 10 錠 ¥5.90 2006/07/07 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 3949 レスミット錠5 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥5.70 2003/02/01 ﾚｽﾐｯﾄ5    3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 362 レスリン錠25 MSD㈱ 10 錠 ¥13.80 2000/09/01 ﾚｽﾘﾝ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 364 レスリン錠50 MSD㈱ 10 錠 ¥24.10 2000/09/01 ﾚｽﾘﾝ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 633 レニベース錠2.5 MSD㈱ 10 錠 ¥22.80 2012/10/01 ﾚﾆﾍﾞｰｽ02.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 634 レニベース錠5 MSD㈱ 10 錠 ¥27.60 2012/10/01 ﾚﾆﾍﾞｰｽ05.0
株式会社ピーエスシー　八幡店 5715 レバチオ錠　２０ｍｇ ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 1 錠 ¥1,263.10 2008/05/15 ﾚﾊﾞﾁｵ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 7449 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＹＤ」 ㈱陽進堂 10 錠 ¥10.10 2018/07/30 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞｵｰﾃﾞｨｰ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 5831 レベニン散　1g わかもと製薬㈱ 3 包 ¥6.30 2009/02/17 ﾚﾍﾞﾆﾝｻﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1632 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 5 錠 ¥114.50 2015/03/25 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1662 レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥65.80 2015/03/31 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7843 レボフロキサシンOD錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品㈱ 10 錠 ¥65.80 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7366 レミッチＯＤ錠2.5μｇ 鳥居薬品㈱ 1 錠 ¥1,009.90 2017/11/29 ﾚﾐｯﾁOD
株式会社ピーエスシー　八幡店 6823 レミニールOD錠4mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱ 14 錠 ¥96.90 2012/01/18 ﾚﾐﾆｰﾙOD04
株式会社ピーエスシー　八幡店 6824 レミニールOD錠8mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱ 14 錠 ¥172.80 2012/01/18 ﾚﾐﾆｰﾙOD08
株式会社ピーエスシー　八幡店 6825 レミニールOD錠12mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱ 1 錠 ¥217.60 2012/01/25 ﾚﾐﾆｰﾙOD12
株式会社ピーエスシー　八幡店 6148 レメロン錠15mg MSD㈱ 10 錠 ¥121.00 2010/02/01 ﾚﾒﾛﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 3906 レルパックス錠20mg ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 1 錠 ¥665.80 2002/08/29 ﾚﾙﾊﾟｯｸｽ020
株式会社ピーエスシー　八幡店 7156 レルベア100エリプタ30吸入用 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 本 ¥5,558.00 2014/12/03 ﾚﾙﾍﾞｱ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 7085 レルベア200エリプタ14吸入用 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 本 ¥2,918.20 2014/01/06 ﾚﾙﾍﾞｱ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 7157 レルベア200エリプタ30吸入用 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸ 1 本 ¥6,201.50 2017/12/13 ﾚﾙﾍﾞｱ200
株式会社ピーエスシー　八幡店 2559 レンドルミン錠0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥21.30 1999/03/01 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 3911 レンドルミンD錠0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱10 錠 ¥21.30 2002/09/24 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝD 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 7649 レンビマカプセル4mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 1 cp ¥4,029.70 2020/12/08 ﾚﾝﾋﾞﾏ
株式会社ピーエスシー　八幡店 4333 ローコール錠20mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥52.70 2008/02/27 ﾛｰｺｰﾙ20
株式会社ピーエスシー　八幡店 4334 ローコール錠30mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥73.80 2003/07/31 ﾛｰｺｰﾙ30
株式会社ピーエスシー　八幡店 189 ロキソニン錠60mg 第一三共㈱ 10 錠 ¥13.40 ﾛｷｿﾆﾝ     
株式会社ピーエスシー　八幡店 5762 ロキソニンテープ50mg　7枚入 第一三共㈱ 1 袋 ¥144.90 2008/07/09 ﾛｷｿﾆﾝ05
株式会社ピーエスシー　八幡店 5763 ロキソニンテープ100mg　7枚入 第一三共㈱ 1 袋 ¥218.40 2009/06/01 ﾛｷｿﾆﾝ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 6610 ロキソニンゲル1%　25g 第一三共㈱ 1 本 ¥120.00 2010/10/15 ﾛｷｿﾆﾝｹﾞﾙ25
株式会社ピーエスシー　八幡店 6613 ロキソニンゲル1%　50g 第一三共㈱ 1 本 ¥240.00 2011/01/06 ﾛｷｿﾆﾝｹﾞﾙ50
株式会社ピーエスシー　八幡店 4668 ロキソニンパップ100mg　7枚入 第一三共㈱ 1 袋 ¥218.40 2006/06/26 ﾛｷｿﾆﾝﾊﾟｯﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5777 ロキソプロフェン錠　６０ｍｇ　｢EMEC｣ 日医工㈱ 10 錠 ¥9.80 2008/09/02 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ60 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7262 ロコアテープ　7枚入 大正製薬㈱ 1 袋 ¥298.20 2016/02/03 ﾛｺｱﾃｰﾌﾟ
株式会社ピーエスシー　八幡店 5993 ロコイドクリーム0.1%　5g 鳥居薬品㈱ 1 本 ¥64.50 2009/02/25 ﾛｺｲﾄﾞｸﾘｰﾑ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6005 ロコイド軟膏0.1%　5g 鳥居薬品㈱ 1 本 ¥64.50 2009/03/03 ﾛｺｲﾄﾞﾅﾝｺｳ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1703 ロサルタンＫ錠25mg「ＤＳＥＰ」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥17.20 2015/05/11 ﾛｻﾙﾀﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1705 ロサルタンＫ錠50mg「ＤＳＥＰ」 第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 10 錠 ¥33.80 2015/05/11 ﾛｻﾙﾀﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3085 ロスバスタチンＯＤ錠2.5ｍｇ｢DSEP｣ 第一三共㈱ 10 錠 ¥18.80 2018/01/11 ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｵｰﾃﾞｨ 後ー発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3101 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ｢DSEP｣ 第一三共㈱ 10 錠 ¥35.50 2018/01/11 ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｵｰﾃﾞｨ 後ー発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 7191 ロゼックスゲル0.75%　50g ﾏﾙﾎ㈱ 1 本 ¥5,135.00 2015/06/02 ﾛｾﾞｯｸｽｹﾞﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6556 ロゼレム錠8mg 武田薬品工業㈱ 10 錠 ¥86.20 2010/10/01 ﾛｾﾞﾚﾑ8
株式会社ピーエスシー　八幡店 6985 ロトリガ粒状カプセル2g 武田薬品工業㈱ 1 包 ¥237.70 2013/03/08 ﾛﾄﾘｶﾞ
株式会社ピーエスシー　八幡店 674 ロプレソール錠20mg 田辺三菱製薬㈱ 10 錠 ¥11.50 2003/02/01 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ
株式会社ピーエスシー　八幡店 1006 ロペミンカプセル1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱ 10 cp ¥39.30 ﾛﾍﾟﾐﾝ
株式会社ピーエスシー　八幡店 6524 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 武田ﾃﾊﾞﾌｧｰﾏ㈱ 10 cp ¥6.90 2010/06/10 ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1385 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥5.10 2016/08/01 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 後発品 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 2015 ロラタジンDS1%「サワイ」　0.5g 沢井製薬㈱ 3 包 ¥29.05 2016/03/03 ﾛﾗﾀｼﾞﾝ 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 1379 ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 沢井製薬㈱ 10 錠 ¥26.30 2016/03/03 ﾛﾗﾀｼﾞﾝOD 後発品
株式会社ピーエスシー　八幡店 3798 ロルカム錠4mg 大正製薬㈱ 10 錠 ¥18.60 2001/03/26 ﾛﾙｶﾑ04
株式会社ピーエスシー　八幡店 645 ロンゲス錠10mg 共和薬品工業㈱ 10 錠 ¥27.60 2003/06/02 ﾛﾝｹﾞｽ10
株式会社ピーエスシー　八幡店 4465 ワーファリン錠0.5mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥9.80 2004/06/03 ﾜｰﾌｧﾘﾝ0.5
株式会社ピーエスシー　八幡店 1706 ワーファリン錠1mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥9.80 ﾜｰﾌｧﾘﾝ1
株式会社ピーエスシー　八幡店 687 ワイテンス錠2mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 10 錠 ¥14.80 ﾜｲﾃﾝｽ     
株式会社ピーエスシー　八幡店 54 ワイパックス錠0.5 ﾌｧｲｻﾞｰ㈱ 10 錠 ¥5.90 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ0.5 3種
株式会社ピーエスシー　八幡店 740 ワソラン錠40mg ｴｰｻﾞｲ㈱ 10 錠 ¥7.20 ﾜｿﾗﾝ      
株式会社ピーエスシー　八幡店 2941 ワンアルファ錠　0.25μg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥13.60 2000/03/01 ﾜﾝｱﾙﾌｧ025 
株式会社ピーエスシー　八幡店 1600 ワンアルファ錠0.5μg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥13.60 ﾜﾝｱﾙﾌｧ050 
株式会社ピーエスシー　八幡店 3678 ワンアルファ錠1.0μg 帝人ﾌｧｰﾏ㈱ 10 錠 ¥36.70 2000/09/01 ﾜﾝｱﾙﾌｧ100
株式会社ピーエスシー　八幡店 7215 ワントラム錠100mg 日本新薬㈱ 10 錠 ¥107.70 2015/08/07 ﾜﾝﾄﾗﾑ100


