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外用薬 1319811Q2038 フラビンアデニンジヌクレオ
チドナトリウム・コンドロイ
チン硫酸エステルナトリウム

５ｍＬ１瓶 ムコティア点眼液 日本点眼薬研究所 84.80

外用薬 1319813Q1057 フラジオマイシン硫酸塩・ベ
タメタゾンリン酸エステルナ
トリウム

１ｍＬ ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 日本点眼薬研究所 38.50

外用薬 1319816Q1034 ヒアルロン酸ナトリウム・コ
ンドロイチン硫酸エステルナ
トリウム

０．５ｍＬ１筒 ビスコート０．５眼粘弾剤 日本アルコン 6,241.20

外用薬 1329700Q1139 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

メインター点鼻液２％ マイラン製薬 407.30

外用薬 1329700Q1147 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

ミタヤク点鼻液２％ キョーリンリメディ
オ

316.00

外用薬 1329700Q1155 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

クモロール点鼻液２％ 日本点眼薬研究所 316.00

外用薬 1329700Q1163 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

ノスラン点鼻液２％ 科研製薬 556.30

外用薬 1329700Q1180 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

シオミスト点鼻液２％ シオノケミカル 316.00

外用薬 1329700Q1198 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

トーワタール点鼻液２％ 東和薬品 342.10

外用薬 1329700Q1201 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶

ルゲオン点鼻液２％ 協和新薬 316.00

外用薬 1329702R3101 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 アルベゾン点鼻液０．１％ 大洋薬品工業 332.20

外用薬 1329702R3110 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 ナイスピー点鼻液５０μｇ 東興薬品工業 590.10

外用薬 1329702R3128 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 ベクローゼ点鼻液０．１％ 日本点眼薬研究所 332.20

外用薬 1329702R3144 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 アルデシンＡＱネーザル５０μｇ ＭＳＤ 791.30

外用薬 1329702R3152 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 タウナスアクアスプレー点鼻５０μｇ 共和薬品工業 411.50

外用薬 1329702R3160 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 ペンブリンＡＱネーザル５０μｇ 沢井製薬 411.50

外用薬 1329702R3179 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 アルロイヤー点鼻液５０μｇ 大正薬品工業 745.30

外用薬 1329702R3187 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 ナナドラＡＱネーザル５０μｇ 日本化薬 500.60

外用薬 1329702R5031 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

９．３７５ｍｇ７．５ｇ
１瓶

マイリー点鼻液０．１２５％ マイラン製薬 477.70

外用薬 1329702R7034 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

１．５０ｍｇ０．９０８
７ｇ１瓶

ベクロメタゾン鼻用パウダー２５μｇ「トーワ」 東和薬品 810.90

外用薬 1329705Q1190 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

エレクター点鼻液０．０５％ マイラン製薬 435.20

外用薬 1329705Q1204 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

セキトン点鼻液０．０５５％ キョーリンリメディ
オ

258.00

外用薬 1329705Q1212 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ケトチフェン点鼻液０．０５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 465.40

外用薬 1329705Q1220 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フマルトン点鼻液０．０５％ 日本点眼薬研究所 303.70

外用薬 1329705Q1239 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ケトチフェン点鼻液０．０５％「タイヨー」 大洋薬品工業 303.70

外用薬 1329705Q1247 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ケトチフェンネーザル０．０５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 303.70

外用薬 1329705Q1255 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ケトテン点鼻液０．０５％ 沢井製薬 384.50

外用薬 1329705Q1263 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

スプデル点鼻液０．０５％ 東和薬品 347.30

外用薬 1329705Q1271 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フサコール点鼻液０．０５％ メディサ新薬 384.50

外用薬 1329705Q1280 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ケトチフェン点鼻液０．０５％「ＣＨ」 長生堂製薬 303.70

外用薬 1329705Q1301 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

マゴチフェン点鼻液０．０５％ 鶴原製薬 303.70

外用薬 1329706Q1047 オフロキサシン ３ｍｇ１ｍＬ タリザート耳科用液０．３％ 大正薬品工業 85.40
外用薬 1329707Q1041 フルチカゾンプロピオン酸エ

ステル
２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 キリガミール点鼻液５０μｇ２８噴霧用 寿製薬 577.60

外用薬 1329707Q1050 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 スカイロン点鼻液５０μｇ２８噴霧用 東興薬品工業 618.30

外用薬 1329707Q1068 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「アメル」２８噴霧
用

共和薬品工業 512.10

外用薬 1329707Q1076 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワイ」２８噴霧
用

沢井製薬 512.20

外用薬 1329707Q1092 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」２８噴霧
用

東和薬品 577.60

外用薬 1329707Q1106 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカノーズ点鼻液５０μｇ　２８噴霧用 興和テバ 512.10

外用薬 1329707Q1122 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「Ｃ
Ｈ」２８噴霧用

長生堂製薬 429.00

外用薬 1329707Q1130 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「Ｐ
Ｈ」２８噴霧用

キョーリンリメディ
オ

512.10

外用薬 1329707Q1149 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「タイ
ヨー」２８噴霧用

大洋薬品工業 429.00

外用薬 1329707Q1165 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フロラーズ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 日本臓器製薬 659.20

外用薬 1329707Q1173 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 ミリカレット点鼻液５０μｇ２８噴霧用 大正薬品工業 577.60

外用薬 1329707Q1190 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「イセイ」２８噴霧
用

イセイ 429.00

外用薬 1329707Q1203 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「マイ
ラン」２８噴霧用

マイラン製薬 512.10

外用薬 1329707Q1211 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 ファビ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 三和化学研究所 577.60

外用薬 1329707Q1220 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ガレン」２８噴霧
用

日医工ファーマ 429.00

外用薬 1329707Q1238 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ
ｇ「日医工」２８噴霧用

日医工 429.00

外用薬 1329707Q2048 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「アメル」５
６噴霧用

共和薬品工業 590.20
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外用薬 1329707Q2056 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「イセイ」５
６噴霧用

イセイ 516.10

外用薬 1329707Q2064 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「サワイ」５
６噴霧用

沢井製薬 549.30

外用薬 1329707Q2072 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液２５μ
ｇ小児用「ＰＨ」５６噴霧用

キョーリンリメディ
オ

549.30

外用薬 1329707Q2080 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「日医工」５
６噴霧用

日医工ファーマ 590.20

外用薬 1329707Q3028 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ファビ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 三和化学研究所 1,071.30

外用薬 1329707Q3036 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「アメル」５６噴霧
用

共和薬品工業 968.10

外用薬 1329707Q3044 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「イセイ」５６噴霧
用

イセイ 693.10

外用薬 1329707Q3060 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「Ｐ
Ｈ」５６噴霧用

キョーリンリメディ
オ

968.10

外用薬 1329707Q3079 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ミリカレット点鼻液５０μｇ５６噴霧用 大正薬品工業 1,193.90

外用薬 1329707Q3095 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 スカイロン点鼻液５０μｇ５６噴霧用 東興薬品工業 1,193.90

外用薬 1329707Q3109 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカノーズ点鼻液５０μｇ　５６噴霧用 興和テバ 968.10

外用薬 1329707Q3117 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワイ」５６噴霧
用

沢井製薬 1,071.30

外用薬 1329707Q3125 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」５６噴霧
用

東和薬品 968.10

外用薬 1329707Q3133 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ
ｇ「日医工」５６噴霧用

日医工 968.10

外用薬 1329707Q3141 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ガレン」５６噴霧
用

日医工ファーマ 968.10

外用薬 1329707Q3150 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「マイ
ラン」５６噴霧用

マイラン製薬 968.10

外用薬 1329707Q3168 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フロラーズ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 日本臓器製薬 1,193.90

外用薬 1329707Q3176 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「Ｃ
Ｈ」５６噴霧用

長生堂製薬 693.10

外用薬 1329707Q3184 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 キリガミール点鼻液５０μｇ５６噴霧用 寿製薬 968.10

外用薬 2171700S1109 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 ニトラステープ４０ｍｇ 大協薬品工業 48.10
外用薬 2171700S1117 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 アパティアテープ４０ｍｇ 帝國製薬 45.10
外用薬 2171700S1125 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 イソピットテープ４０ｍｇ 東光薬品工業 55.80
外用薬 2171700S1133 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 救急薬品工業 40.90
外用薬 2171700S2083 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 サワドールテープ４０ｍｇ 沢井製薬 52.30
外用薬 2171700S2091 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 リファタックテープ４０ｍｇ メディサ新薬 38.70
外用薬 2171701S6032 ニトログリセリン （２７ｍｇ）９．６ｃ㎡

１枚
ジドレンテープ２７ｍｇ 東和薬品 72.50

外用薬 2233700G1062 アセチルシステイン １７．６２％２ｍＬ１管 サテリット注入・吸入用液２０Ｗ／Ｖ％ 昭和薬品化工 49.40
外用薬 2234700G1043 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 10.30

外用薬 2259701G1039 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管 リノジェット吸入液 共和薬品工業 33.80
外用薬 2259701G1047 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管 ステリ・ネブ　クロモリン吸入液１％ 大正薬品工業 44.00
外用薬 2259701G1055 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管 クリード吸入液１％ 沢井製薬 44.00
外用薬 2259707S1039 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 セキナリンテープ０．５ｍｇ ジェイドルフ製薬 33.60
外用薬 2259707S1047 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５「ＥＭＥＣ」 ニプロパッチ 31.80
外用薬 2259707S1055 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 31.80
外用薬 2259707S1063 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 33.60
外用薬 2259707S1071 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 24.30
外用薬 2259707S1080 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「日医工」 日医工 28.20
外用薬 2259707S1098 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテンテープ０．５ｍｇ 祐徳薬品工業 33.60
外用薬 2259707S1101 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブニストテープ０．５ｍｇ 高田製薬 28.20
外用薬 2259707S1110 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 28.20
外用薬 2259707S1128 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５「オーハラ」 大原薬品工業 18.00
外用薬 2259707S1136 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 28.20
外用薬 2259707S1144 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 26.50
外用薬 2259707S1152 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 24.30
外用薬 2259707S1160 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 18.00
外用薬 2259707S2035 ツロブテロール １ｍｇ１枚 セキナリンテープ１ｍｇ ジェイドルフ製薬 45.50
外用薬 2259707S2043 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１「ＥＭＥＣ」 ニプロパッチ 43.30
外用薬 2259707S2051 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 43.30
外用薬 2259707S2060 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 45.50
外用薬 2259707S2078 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 32.00
外用薬 2259707S2086 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「日医工」 日医工 36.90
外用薬 2259707S2094 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテンテープ１ｍｇ 祐徳薬品工業 45.50
外用薬 2259707S2108 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブニストテープ１ｍｇ 高田製薬 36.90
外用薬 2259707S2116 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 36.90
外用薬 2259707S2124 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１「オーハラ」 大原薬品工業 29.80
外用薬 2259707S2132 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 36.90
外用薬 2259707S2140 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 36.90
外用薬 2259707S2159 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 32.00
外用薬 2259707S2167 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 29.80
外用薬 2259707S3031 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 セキナリンテープ２ｍｇ ジェイドルフ製薬 59.20
外用薬 2259707S3040 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２「ＥＭＥＣ」 ニプロパッチ 59.20
外用薬 2259707S3058 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 59.20
外用薬 2259707S3066 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＱＱ」 救急薬品工業 59.20
外用薬 2259707S3074 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 46.40
外用薬 2259707S3082 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「日医工」 日医工 46.40
外用薬 2259707S3090 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテンテープ２ｍｇ 祐徳薬品工業 59.20
外用薬 2259707S3104 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブニストテープ２ｍｇ 高田製薬 54.60
外用薬 2259707S3112 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 54.60
外用薬 2259707S3120 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２「オーハラ」 大原薬品工業 41.80
外用薬 2259707S3139 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「テイコク」 帝國製薬 46.40
外用薬 2259707S3147 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 46.40
外用薬 2259707S3155 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 46.40
外用薬 2259707S3163 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 46.40
外用薬 2260700B1097 アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物
０．４％１ｇ ※ アズレン散含嗽用０．４％（大正薬品） 大正薬品工業 5.90
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外用薬 2260700B1100 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ マズレニンガーグル散０．４％ 丸石製薬 6.20

外用薬 2260700B1119 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ アズレン含嗽用散０．４％「トーワ」 東和薬品 5.90

外用薬 2260700B1127 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ バウロ散含嗽用０．４％ 堀井薬品工業 5.90

外用薬 2260700B1135 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「ＮＰ」 ニプロファーマ 5.90

外用薬 2260700B1143 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「ＫＲＭ」 キョーリンリメディ
オ

5.90

外用薬 2260700C1106 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ アズレン含嗽用顆粒０．４％「日医工」 日医工 5.90

外用薬 2260700C1114 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ エマーゲン顆粒含嗽用０．４％ 堀井薬品工業 5.90

外用薬 2260700C1122 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ アテネレン含嗽用顆粒０．４％ 鶴原製薬 5.90

外用薬 2260700C1130 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ 水溶性アズレン含嗽用顆粒０．４％「ＹＤ」 陽進堂 5.90

外用薬 2260700F1021 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズノールうがい液４％ 日本点眼薬研究所 48.90

外用薬 2260700F1030 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズガグルうがい液Ｔ４％ 東亜薬品 41.50

外用薬 2260700F1056 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレイうがい液４％ 協和新薬 53.70

外用薬 2260700F1080 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アボダースうがい液４％ 大洋薬品工業 41.50

外用薬 2260700F1099 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンガーグル４％「マイラン」 マイラン製薬 41.50

外用薬 2260700F1102 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ケンエー」 健栄製薬 41.50

外用薬 2260700F1129 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 41.50

外用薬 2260700F1137 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＴＳＵ」 鶴原製薬 41.50

外用薬 2260700F2028 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

１％１ｍＬ アズレワンうがい液１％ イセイ 12.00

外用薬 2260700F2036 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

１％１ｍＬ アズレン含嗽液アーズミンうがい液１％ 本草製薬 12.00

外用薬 2260701F1107 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポリヨードンガーグル兼一 兼一薬品工業 2.00
外用薬 2260701F1204 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ネグミンガーグル７％ マイラン製薬 2.40
外用薬 2260701F1212 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ネオヨジンガーグル７％ 岩城製薬 2.40
外用薬 2260701F1220 ポビドンヨード ７％１ｍＬ オラロン含嗽用液７％ 昭和薬品化工 2.60
外用薬 2260701F1239 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ＪＤガーグル７％ ジェイドルフ製薬 2.60
外用薬 2260701F1247 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポピヨードガーグル液７％ ヤクハン製薬 2.40
外用薬 2260701F1255 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポピヨドンガーグル７％ 吉田製薬 2.40
外用薬 2260701F1263 ポビドンヨード ７％１ｍＬ イオダインガーグル液７％ 健栄製薬 2.40
外用薬 2260701F1280 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 2.00
外用薬 2260701F1298 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポピロンガーグル７％ シオエ製薬 2.40
外用薬 2260701F1301 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ホモドンガーグル液７％ 陽進堂 2.40
外用薬 2260701F1328 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル液７％「東海」 東海製薬 2.60
外用薬 2260701F1336 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「メタル」 中北薬品 2.60
外用薬 2260701F1344 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポピラールガーグル７％ 日興製薬 2.40
外用薬 2260702F1063 アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物・炭酸水素ナトリウ
ム

０．１％１ｇ ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 ニプロファーマ 6.00

外用薬 2357701K1040 グリセリン ５０％１０ｍＬ グリセリン浣腸「ヤマゼン」 山善製薬 11.70
外用薬 2357701K1105 グリセリン ５０％１０ｍＬ グリセリン浣腸液５０％「ヨシダ」 吉田製薬 11.70
外用薬 2357701K1113 グリセリン ５０％１０ｍＬ ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 11.70
外用薬 2357701K3035 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ムネ」３０ ムネ製薬 74.20
外用薬 2357701K3043 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ 日医工ファーマ 70.80
外用薬 2357701K3051 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ヤマゼン」 山善製薬 70.80
外用薬 2357701K3124 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 74.20
外用薬 2357701K4082 グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 明治薬品 100.30
外用薬 2357701K4104 グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 100.30
外用薬 2357701K5038 グリセリン ５０％５０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 114.10
外用薬 2357701K6034 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ムネ」６０ ムネ製薬 97.80
外用薬 2357701K6050 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「オヲタ」６０ 日医工ファーマ 114.20
外用薬 2357701K6077 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ヤマゼン」 山善製薬 101.80
外用薬 2357701K6182 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 明治薬品 117.90
外用薬 2357701K6190 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「ＯＲＹ」 日医工 97.80
外用薬 2357701K6212 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 117.90
外用薬 2357701K8037 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ムネ」１２０ ムネ製薬 123.20
外用薬 2357701K8045 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ 日医工ファーマ 145.80
外用薬 2357701K8061 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ヤマゼン」 山善製薬 122.70
外用薬 2357701K8150 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 明治薬品 145.80
外用薬 2357701K8169 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「ＯＲＹ」 日医工 115.70
外用薬 2357701K8177 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 145.80
外用薬 2357701K9025 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「ムネ」１５０ ムネ製薬 168.00
外用薬 2357701K9041 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 グリセリン浣腸「オヲタ」１５０ 日医工ファーマ 168.00
外用薬 2357701K9149 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 明治薬品 202.20
外用薬 2357701K9165 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 168.00
外用薬 2357701Y1035 グリセリン ５０％９０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 117.90
外用薬 2359800J1051 炭酸水素ナトリウム・無水リ

ン酸二水素ナトリウム
１個 インカルボン坐剤 大洋薬品工業 29.30

外用薬 2399706M1095 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン軟膏口腔用０．１％「ＣＨ」 長生堂製薬 33.90
外用薬 2399706M1109 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ 日本化薬 63.90
外用薬 2399706M1117 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デルゾン口腔用軟膏０．１％ 池田薬品工業 47.00
外用薬 2399707D2045 トリアムシノロンアセトニド ２５μｇ１枚 アフタシール２５μｇ 帝國製薬 41.00
外用薬 2399707D2053 トリアムシノロンアセトニド ２５μｇ１枚 ワプロン口腔用貼付剤２５μｇ 救急薬品工業 45.90
外用薬 2399707M1057 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ オルテクサー口腔用軟膏０．１％ 福地製薬 66.80
外用薬 2399709E1035 セチルピリジニウム塩化物水

和物
２ｍｇ１錠 スプロールトローチ２ｍｇ 岩城製薬 5.60

外用薬 2399710E1038 デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ１錠 ノードマントローチ０．２５ｍｇ 大洋薬品工業 5.60
外用薬 2399710E1046 デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ１錠 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
5.60

外用薬 2399713E1074 アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ１錠 フォルテガード錠口腔用５ｍｇ 日新製薬（山形） 8.70

外用薬 2399714J1034 ドンペリドン １０ｍｇ１個 モンロビア坐剤１０ 日新製薬（山形） 36.20
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外用薬 2399714J1042 ドンペリドン １０ｍｇ１個 アースレナン坐剤１０ ローマン工業 33.00
外用薬 2399714J1050 ドンペリドン １０ｍｇ１個 ミオナゼリン坐剤１０ 長生堂製薬 36.20
外用薬 2399714J2030 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 モンロビア坐剤３０ 日新製薬（山形） 61.70
外用薬 2399714J2049 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 アースレナン坐剤３０ ローマン工業 57.60
外用薬 2399714J2057 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 ミオナゼリン坐剤３０ 長生堂製薬 48.10
外用薬 2454701X1033 ベタメタゾンリン酸エステル

ナトリウム
３．９５ｍｇ１個 ステロネマ注腸３ｍｇ 日医工ファーマ 743.50

外用薬 2454701X2030 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

１．９７５ｍｇ１個 ステロネマ注腸１．５ｍｇ 日医工ファーマ 518.60

外用薬 2456700X1025 プレドニゾロンリン酸エステ
ルナトリウム

２０ｍｇ１個 プレドネマ注腸２０ｍｇ 杏林製薬 760.30

外用薬 2499701R1060 ブセレリン酢酸塩 １５．７５ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

イトレリン点鼻液０．１５％ ＩＬＳ 6,102.00

外用薬 2499701R1079 ブセレリン酢酸塩 １５．７５ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

ブセレキュア点鼻液０．１５％ 富士製薬工業 6,509.20

外用薬 2499701R2032 ブセレリン酢酸塩 １５．７５ｍｇ９ｍＬ１
瓶

フセット点鼻液０．１７％ マイラン製薬 6,244.90

外用薬 2499702Q1035 酢酸ナファレリン １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ナファレリール点鼻液０．２％ 富士製薬工業 7,110.20
外用薬 2521701H1041 クロラムフェニコール １００ｍｇ１錠 ハイセチン腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 59.80
外用薬 2529701H1040 エストリオール ０．５ｍｇ１錠 エストリオール腟錠０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 19.50
外用薬 2529702H1060 クロトリマゾール １００ｍｇ１錠 エルシド腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 31.30
外用薬 2529704J1053 ミコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１個 サラシルト腟坐剤１００ｍｇ 日新製薬（山形） 31.20
外用薬 2529706H1042 チニダゾール ２００ｍｇ１個 ハイシジン腟錠２００ｍｇ 富士製薬工業 51.20
外用薬 2529707H1055 メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 アスゾール腟錠２５０ 富士製薬工業 35.90
外用薬 2529708J1043 イソコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１個 バリナスチン腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 51.30
外用薬 2529708J2040 イソコナゾール硝酸塩 ３００ｍｇ１個 バリナスチン腟錠３００ｍｇ 富士製薬工業 145.30
外用薬 2529709H1054 オキシコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１錠 オキコナール腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 48.00
外用薬 2529709H2050 オキシコナゾール硝酸塩 ６００ｍｇ１錠 オキコナール腟錠６００ｍｇ 富士製薬工業 254.10
外用薬 2559806M1030 ヒドロコルチゾン・フラジオ

マイシン配合剤
１ｇ ヘモレックス軟膏 ジェイドルフ製薬 18.00

外用薬 2559814J1038 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１個 ネリコルト坐剤 大正薬品工業 25.10

外用薬 2559814J1046 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１個 ネイサート坐剤 日新製薬（山形） 22.60

外用薬 2559814J1054 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１個 ネリダロン坐剤 大洋薬品工業 21.30

外用薬 2559814J1062 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１個 ネリザ坐剤 ジェイドルフ製薬 21.30

外用薬 2559814M1034 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１ｇ ネリコルト軟膏 大正薬品工業 23.20

外用薬 2559814M1042 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１ｇ ネリザ軟膏 ジェイドルフ製薬 23.20

外用薬 2611700Q1038 次亜塩素酸ナトリウム ６％１０ｇ 次亜塩６％「ヨシダ」 吉田製薬 3.70
外用薬 2611700Q2026 次亜塩素酸ナトリウム １０％１０ｇ ハイポライト１０ サンケミファ 5.80
外用薬 2611700Q2034 次亜塩素酸ナトリウム １０％１０ｇ ハイポライト消毒液１０％ サンケミファ 5.80
外用薬 2611700Q3030 次亜塩素酸ナトリウム １％１０ｇ ヤクラックスＤ液１％ ヤクハン製薬 5.10
外用薬 2612701Q1080 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ネオヨジンスクラブ７．５％ 岩城製薬 22.60
外用薬 2612701Q1099 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ポピヨドンスクラブ７．５％ 吉田製薬 22.60
外用薬 2612701Q1110 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ イオダインスクラブ液７．５％ 健栄製薬 22.60
外用薬 2612701Q1129 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ポビドンヨードスクラブ液７．５％（ＪＪＫＫ） ジョンソン・エン

ド・ジョンソン
25.90

外用薬 2612701Q2087 ポビドンヨード １０％１０ｇ ネグミンゲル１０％ マイラン製薬 36.50
外用薬 2612701Q2095 ポビドンヨード １０％１０ｇ ネオヨジンゲル１０％ 岩城製薬 45.50
外用薬 2612701Q2117 ポビドンヨード １０％１０ｇ ポピヨドンゲル１０％ 吉田製薬 51.10
外用薬 2612701Q3113 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード液１０％「メタル」 中北薬品 12.20
外用薬 2612701Q3245 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ テルニジン外用液１０％ 日新製薬（山形） 15.40
外用薬 2612701Q3253 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ Ｊヨード液　１０％ ジョンソン・エン

ド・ジョンソン
14.60

外用薬 2612701Q3261 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ネグミン液１０％ マイラン製薬 14.60
外用薬 2612701Q3270 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨード液１０％ ヤクハン製薬 13.30
外用薬 2612701Q3288 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード液１０％「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 12.20
外用薬 2612701Q3296 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ネオヨジン外用液１０％ 岩城製薬 13.30
外用薬 2612701Q3300 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ボンゴール消毒液１０％ テイカ製薬 16.50
外用薬 2612701Q3334 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨドン液１０％ 吉田製薬 13.30
外用薬 2612701Q3342 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ イオダインＭ消毒液１０％ 健栄製薬 12.20
外用薬 2612701Q3350 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ハイポピロン外用液１０％ 三恵薬品 14.60
外用薬 2612701Q3369 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ヒシヨード消毒液１０％ ニプロファーマ 14.60
外用薬 2612701Q3377 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポリヨードン消毒液１０％「カネイチ」 兼一薬品工業 10.50
外用薬 2612701Q3385 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ヒポジン消毒液１０％ シオエ製薬 14.60
外用薬 2612701Q3393 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「東海」 東海製薬 15.40
外用薬 2612701Q3407 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピラール消毒液１０％ 日興製薬 13.30
外用薬 2612701Q3415 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「オオサキ」 オオサキメディカル 10.50
外用薬 2612701Q4063 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨドンフィールド１０％ 吉田製薬 19.10
外用薬 2612704Q1025 希ヨードチンキ １０ｍＬ 外用薬稀ヨーチン 日医工ファーマ 7.30
外用薬 2612704Q1033 希ヨードチンキ １０ｍＬ タツミ稀ヨーチン タツミ薬品工業 7.30
外用薬 2612704Q1068 希ヨードチンキ １０ｍＬ 山善稀ヨーチン 山善製薬 7.30
外用薬 2612705X1024 ヨードチンキ １０ｍＬ タツミヨーチン タツミ薬品工業 6.30
外用薬 2612705X1040 ヨードチンキ １０ｍＬ 三丸ヨーチン サンケミファ 6.30
外用薬 2612706Q1032 ヨウ素 １０ｍＬ プレポダインスクラブ０．７５％ 丸石製薬 25.70
外用薬 2612706Q2039 ヨウ素 １０ｍＬ プレポダインソリューション１％ 丸石製薬 23.40
外用薬 2612706Q3035 ヨウ素 １０ｍＬ プレポダインフィールド１％ 丸石製薬 32.60
外用薬 2615701Q1074 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％イソプロ消アル「ヤマゼン」 山善製薬 3.70
外用薬 2615701Q1112 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％消毒用イソプロパノール「三恵」 三恵薬品 3.70
外用薬 2615701Q1120 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％消毒用イソプロパノール「タツミ」 タツミ薬品工業 3.70
外用薬 2615701Q1139 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％消毒用イソプロパノール「東海」 東海製薬 3.70
外用薬 2615701Q1147 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 日興製薬 3.70
外用薬 2615701Q1180 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０Ｖ／Ｖ％消毒用イソプロ「コザカイ」 小堺製薬 3.70
外用薬 2615701Q1198 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０Ｖ／Ｖ％消毒用イソプロパノール「アマカ

ス」
甘糟化学産業 3.70

外用薬 2615701Q1210 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ※ 消毒用イソプロアルコール．５０（日医工ファー
マ）

日医工ファーマ 3.70

外用薬 2615701Q1317 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 純生消アル５０ 純生薬品工業 3.70
外用薬 2615701Q1384 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％イソプロパノールワコー ワコーケミカル 3.70
外用薬 2615701Q1414 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０％イソプロパノール「アトル」 アトルファーマ 3.70
外用薬 2615701Q1422 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・５０ 健栄製薬 3.70
外用薬 2615701Q1430 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 消毒用イソプロ５０ フヂミ製薬所 3.70
外用薬 2615701Q1457 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 消毒用イソプロパノール液５０％「ヤクハン」 ヤクハン製薬 3.70
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外用薬 2615701Q1473 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液５０％「タイセイ」 大成薬品工業 3.70
外用薬 2615701Q1490 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 消プロ（ハチ）消毒液５０％ 東洋製薬化成 3.70
外用薬 2615701Q1503 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロ消毒液５０％「ＮＰ」 ニプロファーマ 3.70
外用薬 2615701Q1511 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液５０％「カネイチ」 兼一薬品工業 3.70
外用薬 2615701Q1520 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液５０％「メタル」 中北薬品 3.70
外用薬 2615701Q1538 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液５０％「イマヅ」 今津薬品工業 3.70
外用薬 2615701Q1546 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液５０％「昭和」 昭和製薬 3.70
外用薬 2615701Q2046 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・７０ 健栄製薬 4.40

外用薬 2615701Q2054 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ※ 消毒用イソプロアルコール．７０（日医工ファー
マ）

日医工ファーマ 4.40

外用薬 2615701Q2100 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 日興製薬 4.40
外用薬 2615701Q2119 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０％イソプロ消アル「ヤマゼン」 山善製薬 4.40
外用薬 2615701Q2143 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０％イソプロ液「ヤクハン」 ヤクハン製薬 4.40
外用薬 2615701Q2178 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０％イソプロパノール「東海」 東海製薬 4.40
外用薬 2615701Q2194 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０％イソプロパノールワコー ワコーケミカル 4.40
外用薬 2615701Q2208 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロ７０「アマカス」 甘糟化学産業 4.40
外用薬 2615701Q2216 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０ｖ／ｖ％東豊消毒アルコール 東豊薬品 4.40
外用薬 2615701Q2224 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ７０％イソプロパノール「アトル」 アトルファーマ 4.40
外用薬 2615701Q2232 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 消毒用イソプロＢ液７０ 健栄製薬 4.40
外用薬 2615701Q2267 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液７０％「純生」 小堺製薬 4.40
外用薬 2615701Q2275 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロ－７０％消毒液「シオエ」 シオエ製薬 4.40
外用薬 2615701Q2283 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液７０％「タイセイ」 大成薬品工業 4.40
外用薬 2615701Q2291 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液７０％「ヨシダ」 吉田製薬 4.40
外用薬 2615701Q2305 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 消プロ（ハチ）消毒液７０％ 東洋製薬化成 4.40
外用薬 2615701Q2313 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロ消毒液７０％「ＮＰ」 ニプロファーマ 4.40
外用薬 2615701Q2321 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液７０％「カネイチ」 兼一薬品工業 4.40
外用薬 2615701Q2330 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液７０％「メタル」 中北薬品 4.40
外用薬 2615705Q1064 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタプロコール 日興製薬 6.30
外用薬 2615705Q1072 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタライト液 ヤクハン製薬 6.30
外用薬 2615705Q1099 エタノール １０ｍＬ 消エタコア 東海製薬 6.30
外用薬 2615705Q1102 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタＩＰ「メタル」 中北薬品 6.30
外用薬 2615705Q1110 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールα「カネイチ」 兼一薬品工業 6.30
外用薬 2615705Q1129 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタプロコールＵ 日興製薬 6.30
外用薬 2615705Q1145 エタノール １０ｍＬ 消エタサラコール サラヤ 6.30
外用薬 2615705Q1153 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールＩＰ「ＴＸ」 トライックス 6.30
外用薬 2615705Q1170 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタライトＢ液 ヤクハン製薬 6.30
外用薬 2615705Q1218 エタノール １０ｍＬ オー消エタ外用液 日医工ファーマ 6.30
外用薬 2616707Q1028 ベンザルコニウム塩化物 ０．０２％１０ｍＬ プリビーシー液０．０２％ 大塚製薬工場 5.60
外用薬 2616707Q1036 ベンザルコニウム塩化物 ０．０２％１０ｍＬ ０．０２％ヤクゾール水 ヤクハン製薬 5.60
外用薬 2616707Q2024 ベンザルコニウム塩化物 ０．０５％１０ｍＬ プリビーシー液０．０５％ 大塚製薬工場 5.60
外用薬 2616707Q3020 ベンザルコニウム塩化物 ０．１％１０ｍＬ プリビーシー液０．１％ 大塚製薬工場 5.60
外用薬 2616707Q3039 ベンザルコニウム塩化物 ０．１％１０ｍＬ ヤクゾールＥ液０．１ ヤクハン製薬 5.60
外用薬 2616707Q4027 ベンザルコニウム塩化物 １０％１０ｍＬ ザルコニンＧ消毒液１０ 健栄製薬 6.30
外用薬 2619700Q1125 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ 東海アクリノール液 東海製薬 7.20
外用薬 2619700Q1168 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ ０．１％アクリノール液「ヤクハン」 ヤクハン製薬 6.30
外用薬 2619700Q1176 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ ケンエーアクリノール液０．１ 健栄製薬 7.60
外用薬 2619700Q1184 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール液０．１％「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 7.20
外用薬 2619700Q1214 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．１％「タイセイ」 大成薬品工業 6.30
外用薬 2619700Q1249 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．１％「昭和」 昭和製薬 6.30
外用薬 2619700Q1257 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．１％「ニッコー」 日興製薬 7.20
外用薬 2619700Q2024 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール液・コザカイ（０．２％） 小堺製薬 6.80
外用薬 2619700Q2083 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ リバオール液 タツミ薬品工業 6.30
外用薬 2619700Q2091 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ ※ ０．２％－アクリノール液（純生） 純生薬品工業 7.20
外用薬 2619700Q2105 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ ケンエーアクリノール液０．２ 健栄製薬 6.50
外用薬 2619700Q2113 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール液０．２％「ヤクハン」 ヤクハン製薬 6.80
外用薬 2619700Q2121 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール外用液０．２％「ヤマゼン」 山善製薬 6.80
外用薬 2619700Q2130 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．２％「タイセイ」 大成薬品工業 6.30
外用薬 2619702Q1027 クロルヘキシジングルコン酸

塩
０．５％１０ｍＬ オールカットＥＷ液（０．５％） ニプロファーマ 6.30

外用薬 2619702Q1035 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＷエタノール液０．５ 健栄製薬 6.30

外用薬 2619702Q1051 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ベンクロジド・エタノール液（０．５％） フヂミ製薬所 6.30

外用薬 2619702Q1060 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ マスキンＷ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） 丸石製薬 6.30

外用薬 2619702Q1078 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザックアルコール液 吉田製薬 6.30

外用薬 2619702Q1086 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ラポテックアルコール液 日興製薬 6.30

外用薬 2619702Q1094 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ クリゲンエタノール液０．５％（Ｗ）「エビス」 兼一薬品工業 6.30

外用薬 2619702Q1132 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．５ 健栄製薬 6.30

外用薬 2619702Q1159 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 6.30

外用薬 2619702Q1167 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ラポテックアルコール（Ｗ）液 日興製薬 6.30

外用薬 2619702Q1175 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 6.30

外用薬 2619702Q1191 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ クロバインＡ 山善製薬 6.30

外用薬 2619702Q1213 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 6.30

外用薬 2619702Q1221 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ フェルマジン・アルコールＷ消毒液（０．５ｗ／
ｖ％）

シオエ製薬 6.30

外用薬 2619702Q1248 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ グルコジンＷ・エタノール液０．５％ ヤクハン製薬 6.30

外用薬 2619702Q1256 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ イワコールエタノール消毒液０．５％ 小堺製薬 6.30

外用薬 2619702Q1264 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ヘヴィック消毒液０．５％ 中北薬品 6.30

外用薬 2619702Q2023 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＲエタノール液０．５ 健栄製薬 6.30

外用薬 2619702Q2040 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ マスキンＲ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） 丸石製薬 6.30
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外用薬 2619702Q2058 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％グルコン酸クロルヘキシジン・エタノー
ル液「東海」

東海製薬 6.30

外用薬 2619702Q2066 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ クリゲンエタノール液０．５％（Ｒ）「エビス」 兼一薬品工業 6.30

外用薬 2619702Q2074 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ オールカットＥＲ液（０．５％） ニプロファーマ 6.30

外用薬 2619702Q2082 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．５ 健栄製薬 6.30

外用薬 2619702Q2090 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ベンクロジドＶエタノール液（０．５％） フヂミ製薬所 6.30

外用薬 2619702Q2104 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 6.30

外用薬 2619702Q2112 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＢエタノール液０．５ 健栄製薬 6.30

外用薬 2619702Q2120 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％グルコジンＲ水 ヤクハン製薬 6.30

外用薬 2619702Q2139 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザックアルコール液Ｎ 吉田製薬 6.30

外用薬 2619702Q2163 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ フェルマジン・アルコールＢ消毒液（０．５ｗ／
ｖ％）

シオエ製薬 6.30

外用薬 2619702Q2171 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ グルコジンＢ・エタノール液０．５％ ヤクハン製薬 6.30

外用薬 2619702Q2180 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ グルコジンＲ・エタノール液０．５％ ヤクハン製薬 6.30

外用薬 2619702Q3020 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ 「エビス」クリゲン液 兼一薬品工業 10.30

外用薬 2619702Q3038 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ オールカット液５％ ニプロファーマ 10.30

外用薬 2619702Q3054 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ クロヘキシン液５％ 東洋製薬化成 15.60

外用薬 2619702Q3070 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ グルコン酸クロルヘキシジン５％液「メタル」 中北薬品 10.30

外用薬 2619702Q3097 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％ヘキザック液 吉田製薬 10.30

外用薬 2619702Q3100 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％クロルヘキシジン液「ヤマゼン」 山善製薬 9.30

外用薬 2619702Q3119 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」 東海製薬 10.30

外用薬 2619702Q3127 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「ヤクハン」 ヤクハン製薬 10.30

外用薬 2619702Q3143 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％フェルマジン液 シオエ製薬 10.30

外用薬 2619702Q3151 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ベンクロジド５％液 マイラン製薬 10.30

外用薬 2619702Q3160 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 丸石製薬 10.30

外用薬 2619702Q3194 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ステリクロン液５ 健栄製薬 10.30

外用薬 2619702Q3208 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液・ＯＹ 日医工ファーマ 9.30

外用薬 2619702Q3216 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ラポテック消毒液５％ 日興製薬 10.30

外用薬 2619702Q5022 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ネオクレミール サンケミファ 10.70

外用薬 2619702Q5030 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ５％グルクロ液 三恵薬品 10.80

外用薬 2619702Q5049 クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ネオクレミール消毒液５％ サンケミファ 10.70

外用薬 2619702Q6029 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．０５ 健栄製薬 5.70

外用薬 2619702Q6045 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 日興製薬 5.70

外用薬 2619702Q6053 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％グルコジンＲ水 ヤクハン製薬 5.70

外用薬 2619702Q6070 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 5.70

外用薬 2619702Q7025 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．１ 健栄製薬 5.70

外用薬 2619702Q7033 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 5.70

外用薬 2619702Q7041 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％グルコジンＲ水 ヤクハン製薬 5.70

外用薬 2619702Q8021 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０２％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０２ 健栄製薬 5.70

外用薬 2619702Q8030 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 5.70

外用薬 2619702Q8048 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 5.70

外用薬 2619702Q8056 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 5.70

外用薬 2619702X1021 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．１ 健栄製薬 5.70

外用薬 2619702X1030 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 5.70

外用薬 2619702X1048 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ０．１ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 5.70

外用薬 2619702X1056 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 5.70

外用薬 2619702X2028 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０５ 健栄製薬 5.70

外用薬 2619702X2036 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 5.70

外用薬 2619702X2044 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 5.70

外用薬 2619702X3024 クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ヘキシジンＥ液０．１ ヤクハン製薬 5.70

外用薬 2619711X1020 レゾルシン １０ｇ レゾルシン「純生」 小堺製薬 172.70
外用薬 2619716Q1029 アルキルジアミノエチルグリ

シン塩酸塩
１０％１０ｍＬ エルエイジー１０液 吉田製薬 7.30
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外用薬 2619716Q1053 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ キンサールＧ－１０液 日興製薬 7.60

外用薬 2619716Q1061 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ コンクノール液１０％ マイラン製薬 7.30

外用薬 2619716Q1088 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ サテニジン液１０ 健栄製薬 6.80

外用薬 2619716Q1142 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ 両性石ケン液１０％・ＯＹ 日医工ファーマ 7.90

外用薬 2619716Q1150 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキニン液１０ ヤクハン製薬 6.80

外用薬 2619716Q1169 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ サラノックス１０％消毒液 サラヤ 6.30

外用薬 2619716Q1177 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ ハイジール消毒用液１０％ 丸石製薬 6.80

外用薬 2619716Q1193 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ ウスノン消毒液１０％ 小堺製薬 7.60

外用薬 2619716Q1207 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ ヒシパンチ消毒液１０％ ニプロファーマ 7.30

外用薬 2619716Q1215 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液１
０％「メタル」

中北薬品 7.30

外用薬 2619716Q3021 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．０５％１０ｍＬ エルエイジー０．０５液 吉田製薬 5.10

外用薬 2619716Q3030 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．０５％１０ｍＬ サテニジン液０．０５ 健栄製薬 5.10

外用薬 2619716Q3048 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 4.20

外用薬 2619716Q4028 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．５％１０ｍＬ エルエイジー０．５液 吉田製薬 5.40

外用薬 2619716Q4036 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．５％１０ｍＬ サテニジン液０．５ 健栄製薬 5.40

外用薬 2619716Q4044 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 5.40

外用薬 2619716Q5024 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．１％１０ｍＬ エルエイジー０．１液 吉田製薬 5.10

外用薬 2619716Q5032 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．１％１０ｍＬ サテニジン液０．１ 健栄製薬 5.10

外用薬 2619716Q5040 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．１％１０ｍＬ ０．１Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 4.60

外用薬 2619716Q6020 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．２％１０ｍＬ エルエイジー０．２液 吉田製薬 5.10

外用薬 2619716Q6039 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．２％１０ｍＬ サテニジン液０．２ 健栄製薬 5.10

外用薬 2619716Q6047 アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

０．２％１０ｍＬ ０．２Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 5.10

外用薬 2619800X1020 エタノール １０ｍＬ エチコール（ニワトリ印消毒用アルコール） 小堺製薬 4.30
外用薬 2619802Q1025 エタノール １０ｍＬ ネオ純生消アル 純生薬品工業 4.30
外用薬 2619803X1024 エタノール １０ｍＬ 山善消アル 山善製薬 4.30
外用薬 2619805X1031 エタノール １０ｍＬ メタル消アル 中北薬品 4.30
外用薬 2619810X1040 エタノール １０ｍＬ ネオ消アル「ヤクハン」 ヤクハン製薬 4.30
外用薬 2619812X1023 エタノール １０ｍＬ 消毒用（オ）アルコール 日医工ファーマ 4.30
外用薬 2619813X1028 エタノール １０ｍＬ ネオ兼一消アルＡ 兼一薬品工業 4.30
外用薬 2619815X1027 エタノール １０ｍＬ 消毒用昭和アルコール 昭和製薬 4.30
外用薬 2619816X1021 エタノール １０ｍＬ 消毒用タツミアルコール タツミ薬品工業 4.30
外用薬 2619817X1026 エタノール １０ｍＬ ※ ネオ消アル（山善） 山善製薬 4.30
外用薬 2619819X1092 チオ硫酸ナトリウム水和物・

エタノール
１０ｍＬ ハイポアルコール液２％「ヤクハン」 ヤクハン製薬 7.20

外用薬 2619819X1106 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 吉田製薬 7.20

外用薬 2619819X1114 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール外用液２％「アトル」 アトルファーマ 7.60

外用薬 2619819X1122 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール消毒液２％「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 7.90

外用薬 2619819X1130 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ケンエー」 健栄製薬 7.20

外用薬 2619819X1149 チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ニッコー」 日興製薬 6.80

外用薬 2619820Q1031 エタノール １０ｍＬ ネオ消アル「ニッコー」 日興製薬 4.30
外用薬 2633701M1046 スルファジアジン ５％１ｇ スルファジアジンパスタ５％「三恵」 三恵薬品 3.30
外用薬 2634710M1042 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ ゲルナート軟膏０．１％ 岩城製薬 7.80
外用薬 2634710M1050 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 大洋薬品工業 7.80

外用薬 2634710M1069 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ エルタシン軟膏０．１％ 富士製薬工業 9.40
外用薬 2634713M1038 クリンダマイシンリン酸エス

テル
１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「クラシエ」 シオノケミカル 31.70

外用薬 2634713M1046 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「タイヨー」 大洋薬品工業 27.40

外用薬 2634713M1054 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「イワ
キ」

岩城製薬 31.70

外用薬 2634713M1062 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「サワ
イ」

沢井製薬 31.70

外用薬 2634713M1070 クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「ＤＫ」 大興製薬 29.50

外用薬 2639700N1040 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロクリーム１％ ポーラファルマ 31.80
外用薬 2639700N1059 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジロキサンクリーム１％ 東和薬品 31.80
外用薬 2639700Q1039 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジフロローション１％ ポーラファルマ 31.80
外用薬 2639700Q1047 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジロキサンローション１％ 東和薬品 31.80
外用薬 2639802M1034 クロラムフェニコール・フラ

ジオマイシン配合剤
１ｇ ハイセチンＰ軟膏 富士製薬工業 24.40

外用薬 2644700X1114 酢酸鉛 １０ｇ 山善酢酸鉛 山善製薬 25.80
外用薬 2645700Q1028 カンフル １０ｍＬ 「エビス」カンフル精 日興製薬 20.50
外用薬 2645700Q1044 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（小堺） 小堺製薬 14.50
外用薬 2645700Q1079 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（フヂミ） フヂミ製薬所 22.60
外用薬 2645700Q1095 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（ヤクハン） ヤクハン製薬 22.60
外用薬 2645700Q1109 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（山善） 山善製薬 20.50
外用薬 2645700Q1125 カンフル １０ｍＬ ※ カンフルチンキ（日医工ファーマ） 日医工ファーマ 22.60
外用薬 2645700Q1141 カンフル １０ｍＬ 純生カンフル精 純生薬品工業 22.60
外用薬 2646700M1139 ジフルコルトロン吉草酸エス

テル
０．１％１ｇ ユートロン軟膏０．１％ 辰巳化学 11.60
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外用薬 2646700M1147 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル

０．１％１ｇ アルゾナ軟膏０．１％ 東光薬品工業 11.60

外用薬 2646700N1126 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル

０．１％１ｇ ユートロンユニバーサルクリーム０．１％ 辰巳化学 11.60

外用薬 2646700N1134 ジフルコルトロン吉草酸エス
テル

０．１％１ｇ アルゾナユニバーサルクリーム０．１％ 東光薬品工業 11.60

外用薬 2646701M2105 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ベクトミラン軟膏０．１２％ 東和薬品 10.00
外用薬 2646701M2164 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ デルモゾール軟膏０．１２％ 岩城製薬 7.60
外用薬 2646701M2172 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ケリグロール軟膏０．１２％ 摩耶堂製薬 8.40
外用薬 2646701N2143 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ノルコットクリーム０．１２％ 辰巳化学 7.00
外用薬 2646701N2151 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ ケリグロールクリーム０．１２％ 摩耶堂製薬 8.40
外用薬 2646701Q1046 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｍＬ デルモゾールローション０．１２％ 岩城製薬 7.60
外用薬 2646703M1019 ベタメタゾンジプロピオン酸

エステル
０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル０．０６

４％軟膏
5.80

外用薬 2646703M1132 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ デルモゾールＤＰ軟膏０．０６４％ 岩城製薬 7.40

外用薬 2646703M1140 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ダイプロセル軟膏０．０６４％ 佐藤製薬 14.70

外用薬 2646703M1159 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ディーピーポロン軟膏０．０６４％ 摩耶堂製薬 9.40

外用薬 2646703M1167 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ フロダーム軟膏０．０６４％ 帝國製薬 9.40

外用薬 2646703N1014 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル０．０６
４％クリーム

5.80

外用薬 2646703N1111 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ デルモゾールＤＰクリーム０．０６４％ 岩城製薬 7.40

外用薬 2646703N1120 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ダイプロセルクリーム０．０６４％ 佐藤製薬 14.70

外用薬 2646703N1138 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ディーピーポロンクリーム０．０６４％ 摩耶堂製薬 9.40

外用薬 2646703N1146 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ フロダームクリーム０．０６４％ 帝國製薬 9.40

外用薬 2646703Q2033 ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｍＬ デルモゾールＤＰローション０．０６４％ 岩城製薬 7.40

外用薬 2646704M2010 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン０．１％軟膏 6.80
外用薬 2646704M2222 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメサゾン軟膏０．１％「イワキ」 岩城製薬 9.20
外用薬 2646704M2230 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメサゾン軟膏０．１％「サトウ」 佐藤製薬 10.50
外用薬 2646704M2249 デキサメタゾン ０．１％１ｇ ビスオＤＳ軟膏０．１％ 帝國製薬 10.50
外用薬 2646704N1019 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン０．１％クリーム 6.80
外用薬 2646704N1043 デキサメタゾン ０．１％１ｇ オイラゾンクリーム０．１％ ノバルティス

ファーマ
42.40

外用薬 2646704N1051 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメサゾンクリーム０．１％「イワキ」 岩城製薬 9.20
外用薬 2646704N2023 デキサメタゾン ０．０５％１ｇ オイラゾンクリーム０．０５％ ノバルティス

ファーマ
37.80

外用薬 2646704Q1031 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメサゾンローション０．１％「イワキ」 岩城製薬 9.20

外用薬 2646705M1018 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ トリアムシノロンアセトニド０．１％軟膏 5.00
外用薬 2646705M1123 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ トリシノロンゲル０．１％ 東興薬品工業 27.20
外用薬 2646705N1013 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ トリアムシノロンアセトニド０．１％クリーム 5.00

外用薬 2646705N1099 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ トリシノロンクリーム０．１％ 東興薬品工業 27.20
外用薬 2646707M1041 フルメタゾンピバル酸エステ

ル
０．０２％１ｇ テストーゲン軟膏０．０２％ 前田薬品工業 10.40

外用薬 2646708M1232 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロン軟膏０．０５％ 東興薬品工業 17.90
外用薬 2646708M1240 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ベスタゾン軟膏０．０５％ 池田薬品工業 9.10
外用薬 2646708M1259 フルオシノニド ０．０５％１ｇ グリコベース軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 8.80
外用薬 2646708M1267 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ビスコザール軟膏０．０５％ 帝國製薬 9.10
外用薬 2646708N1220 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ソルニムクリーム０．０５％ 東和薬品 9.90
外用薬 2646708N1262 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロンクリーム０．０５％ 東興薬品工業 17.90
外用薬 2646708N1270 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロンゲル０．０５％ 東興薬品工業 17.90
外用薬 2646708N1289 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ベスタゾンクリーム０．０５％ 池田薬品工業 9.10
外用薬 2646708N1297 フルオシノニド ０．０５％１ｇ グリコベースクリーム０．０５％ 摩耶堂製薬 8.80
外用薬 2646708N1300 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ビスコザールクリーム０．０５％ 帝國製薬 9.10
外用薬 2646709M1130 フルオシノロンアセトニド ０．０２５％１ｇ ポリシラール軟膏０．０２５％ 東和薬品 7.80
外用薬 2646709M1148 フルオシノロンアセトニド ０．０２５％１ｇ フルポロン軟膏０．０２５％ 摩耶堂製薬 7.80
外用薬 2646712M1140 プレドニゾロン ０．５％１ｇ ※ プレドニゾロン軟膏（０．５％）（東興） 東興薬品工業 4.60
外用薬 2646712M1190 プレドニゾロン ０．５％１ｇ プレドニゾロン軟膏０．５％「マイラン」 マイラン製薬 7.50
外用薬 2646712N1064 プレドニゾロン ０．５％１ｇ プレドニゾロンクリーム０．５％「マヤ」 摩耶堂製薬 6.30
外用薬 2646713M1128 クロベタゾールプロピオン酸

エステル
０．０５％１ｇ デルトピカ軟膏０．０５％ 岩城製薬 8.50

外用薬 2646713M1144 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ ソルベガ軟膏０．０５％ 久光製薬 24.20

外用薬 2646713M1152 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ マイアロン軟膏０．０５％ 前田薬品工業 12.10

外用薬 2646713M1160 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０
５％「タイヨー」

大洋薬品工業 8.50

外用薬 2646713M1179 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ デルスパート軟膏０．０５％ 池田薬品工業 10.80

外用薬 2646713M1187 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ マハディ軟膏０．０５％ 協和新薬 12.10

外用薬 2646713M1195 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ グリジール軟膏０．０５％ 佐藤製薬 10.80

外用薬 2646713N1131 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ ソルベガクリーム０．０５％ 久光製薬 24.20

外用薬 2646713N1140 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ マイアロンクリーム０．０５％ 前田薬品工業 12.10

外用薬 2646713N1158 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ デルスパートクリーム０．０５％ 池田薬品工業 10.80

外用薬 2646713N1166 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ マハディクリーム０．０５％ 協和新薬 12.10

外用薬 2646713N1174 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ グリジールクリーム０．０５％ 佐藤製薬 10.80

外用薬 2646713Q1073 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ デルトピカローション０．０５％ 岩城製薬 8.50

外用薬 2646713Q1103 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ マイアロンローション０．０５％ 前田薬品工業 12.10

外用薬 2646713Q1111 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ マハディ外用液０．０５％ 協和新薬 14.00
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外用薬 2646713Q1120 クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ グリジールスカルプローション０．０５％ 佐藤製薬 14.00

外用薬 2646714M1190 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

０．０２５％１ｇ ベクラシン軟膏０．０２５％ 摩耶堂製薬 7.40

外用薬 2646714N1179 ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

０．０２５％１ｇ ベクラシンクリーム０．０２５％ 摩耶堂製薬 7.40

外用薬 2646717M1088 ヒドロコルチゾン酪酸エステ
ル

０．１％１ｇ アボコート軟膏０．１％ 佐藤製薬 9.80

外用薬 2646720M1063 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ ユーメトン軟膏０．３％ 辰巳化学 8.30

外用薬 2646720M1071 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ スピラゾン軟膏０．３％ 岩城製薬 8.30

外用薬 2646720N1077 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ ユーメトンクリーム０．３％ 辰巳化学 8.30

外用薬 2646720N1085 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ スピラゾンクリーム０．３％ 岩城製薬 8.30

外用薬 2646720Q1057 プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ スピラゾンローション０．３％ 岩城製薬 8.30

外用薬 2646721M1076 酪酸プロピオン酸ヒドロコル
チゾン

０．１％１ｇ イトロン軟膏０．１％ 岩城製薬 11.10

外用薬 2646721M1084 酪酸プロピオン酸ヒドロコル
チゾン

０．１％１ｇ ハーユロン軟膏０．１％ 辰巳化学 11.10

外用薬 2646721N1080 酪酸プロピオン酸ヒドロコル
チゾン

０．１％１ｇ イトロンクリーム０．１％ 岩城製薬 11.10

外用薬 2646721N1098 酪酸プロピオン酸ヒドロコル
チゾン

０．１％１ｇ ハーユロンクリーム０．１％ 辰巳化学 11.10

外用薬 2646721Q1060 酪酸プロピオン酸ヒドロコル
チゾン

０．１％１ｍＬ イトロンローション０．１％ 岩城製薬 11.10

外用薬 2646722M1119 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ キングローン軟膏０．０５％ 辰巳化学 10.30
外用薬 2646722M1127 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ パルデス軟膏０．０５％ 岩城製薬 11.10
外用薬 2646722M1135 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ キンダロン軟膏０．０５％ 前田薬品工業 12.40
外用薬 2646722M1143 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ クロベタポロン軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 12.40
外用薬 2646722M1151 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ ミルドベート軟膏０．０５％ 帝國製薬 12.40
外用薬 2646722N1033 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ パルデスクリーム０．０５％ 岩城製薬 11.10
外用薬 2646722Q1048 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ パルデスローション０．０５％ 岩城製薬 11.10
外用薬 2646722Q1056 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ キンダロンローション０．０５％ 前田薬品工業 12.40
外用薬 2646723M1148 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ アナミドール軟膏０．０５％ 岩城製薬 7.60
外用薬 2646723M1164 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ カイノチーム軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 9.10
外用薬 2646723N1127 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ アナミドールクリーム０．０５％ 岩城製薬 7.60
外用薬 2646723N1143 ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ カイノチームクリーム０．０５％ 摩耶堂製薬 9.10
外用薬 2646725M1147 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ スチブロン軟膏０．０５％ 岩城製薬 8.40
外用薬 2646725M1155 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ソロミー軟膏０．０５％ 辰巳化学 8.40
外用薬 2646725M1163 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ サイベース軟膏０．０５％ 前田薬品工業 12.30
外用薬 2646725M1180 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ プラパスタ軟膏０．０５％ 小林化工 12.30
外用薬 2646725M1198 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ フルナート軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 10.40
外用薬 2646725N1126 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ スチブロンクリーム０．０５％ 岩城製薬 8.40
外用薬 2646725N1142 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ フルナートクリーム０．０５％ 摩耶堂製薬 10.40
外用薬 2646725Q1050 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ スチブロンローション０．０５％ 岩城製薬 8.40
外用薬 2646725Q1068 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ サイベースローション０．０５％ 前田薬品工業 12.30
外用薬 2646726M1087 デキサメタゾンプロピオン酸

エステル
０．１％１ｇ デルムサット軟膏０．１％ 東光薬品工業 11.60

外用薬 2646726M1109 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ プロメタゾン軟膏０．１％ 池田薬品工業 11.60

外用薬 2646726M1117 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ メインベート軟膏０．１％ 前田薬品工業 14.20

外用薬 2646726N1082 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ デルムサットクリーム０．１％ 東光薬品工業 11.60

外用薬 2646726N1104 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ プロメタゾンクリーム０．１％ 池田薬品工業 11.60

外用薬 2646726N1112 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ メインベートクリーム０．１％ 前田薬品工業 14.20

外用薬 2646726Q1054 デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

０．１％１ｇ メインベートローション０．１％ 前田薬品工業 14.20

外用薬 2646727M1049 アルクロメタゾンプロピオン
酸エステル

０．１％１ｇ タルメア軟膏０．１％ 富士製薬工業 24.40

外用薬 2646727M1057 アルクロメタゾンプロピオン
酸エステル

０．１％１ｇ ビトラ軟膏０．１％ 岩城製薬 19.00

外用薬 2646729M1056 デプロドンプロピオン酸エス
テル

０．３％１ｇ アロミドン軟膏０．３％ 岩城製薬 12.00

外用薬 2646729N1051 デプロドンプロピオン酸エス
テル

０．３％１ｇ アロミドンクリーム０．３％ 岩城製薬 12.00

外用薬 2646730M1032 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ サレックス軟膏０．０５％ 岩城製薬 15.00

外用薬 2646730M1040 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンフラベート０．０５％軟膏 前田薬品工業 16.30

外用薬 2646730M1067 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
軟膏０．０５％「ＪＧ」

日本ジェネリック 16.30

外用薬 2646730N1038 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ サレックスクリーム０．０５％ 岩城製薬 15.00

外用薬 2646730N1046 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンフラベート０．０５％クリーム 前田薬品工業 16.30

外用薬 2646730Q1034 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンフラベート０．０５％ローション 前田薬品工業 16.30

外用薬 2646730Q1042 ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
ローション０．０５％「ＪＧ」

日本ジェネリック 16.30

外用薬 2646731M1037 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ フランカルボン酸モメタゾン軟膏０．１％「イワ
キ」

岩城製薬 20.50

外用薬 2646731M1045 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ マイセラ軟膏０．１％ 前田薬品工業 20.50

外用薬 2646731N1032 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ フランカルボン酸モメタゾンクリーム０．１％
「イワキ」

岩城製薬 20.50

外用薬 2646731N1040 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ マイセラクリーム０．１％ 前田薬品工業 20.50

外用薬 2646731Q1039 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ フランカルボン酸モメタゾンローション０．１％
「イワキ」

岩城製薬 20.50

外用薬 2646731Q1047 モメタゾンフランカルボン酸
エステル

０．１％１ｇ マイセラローション０．１％ 前田薬品工業 20.50

外用薬 2647704M1029 テトラサイクリン塩酸塩・ヒ
ドロコルチゾン酢酸エステル

１ｇ テトラ・コーチゾン軟膏 山崎帝國堂 37.50
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外用薬 2647707M1022 フルオシノロンアセトニド・
フラジオマイシン硫酸塩

１ｇ デルモランＦ軟膏 佐藤製薬 17.90

外用薬 2647709M1064 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 デルモゾールＧ軟膏 岩城製薬 8.70

外用薬 2647709M1110 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 ルリクールＶＧ軟膏０．１２％ 東和薬品 10.30

外用薬 2647709M1129 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 リダスロン軟膏 大洋薬品工業 7.50

外用薬 2647709M1137 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 デキサンＶＧ軟膏０．１２％ 富士製薬工業 10.30

外用薬 2647709M1145 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 ベトノバールＧ軟膏０．１２％ 佐藤製薬 19.10

外用薬 2647709N1043 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 デルモゾールＧクリーム 岩城製薬 8.70

外用薬 2647709N1078 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｇ 局 ベトノバールＧクリーム０．１２％ 佐藤製薬 19.10

外用薬 2647709Q1031 ベタメタゾン吉草酸エステ
ル・ゲンタマイシン硫酸塩

１ｍＬ デルモゾールＧローション 岩城製薬 8.70

外用薬 2649701Q1021 水酸化カルシウム １０ｍＬ ※ 石灰水（司生堂） 司生堂製薬 8.00
外用薬 2649706M1049 酸化亜鉛・豚脂 １０ｇ ウイルソン軟膏「東豊」 東豊薬品 37.20
外用薬 2649710M1037 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏２０％ 佐藤製薬 29.60
外用薬 2649710M2025 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 22.40
外用薬 2649710M2033 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏シオエ シオエ製薬 22.40
外用薬 2649710M2050 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 日興製薬 22.40
外用薬 2649710M2068 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」 マイラン製薬 22.40
外用薬 2649710M2084 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヤマゼン」 山善製薬 23.70
外用薬 2649710M2092 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 吉田製薬 23.70
外用薬 2649710M2122 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏１０％ 佐藤製薬 22.40
外用薬 2649710S1036 亜鉛華 ５ｇ ボチシート２０％ 帝國製薬 14.00
外用薬 2649711Q1025 カンタリスチンキ １ｍＬ ※ カンタリスチンキ（司生堂） 司生堂製薬 8.20
外用薬 2649716M1034 ジメチルイソプロピルアズレ

ン
０．０３３％１０ｇ ハスレン軟膏０．０３３％ 大洋薬品工業 25.00

外用薬 2649717M1039 アミノ安息香酸エチル １０％１０ｇ アミノ安息香酸エチル軟膏１０％「マルイシ」 丸石製薬 22.90

外用薬 2649718M1050 アルクロキサ ２％１ｇ アルキサ軟膏２％ 小林化工 8.90
外用薬 2649718M2048 アルクロキサ ６％１ｇ ソフレットゲル６％ 佐藤製薬 24.10
外用薬 2649719M1194 インドメタシン １％１ｇ プロアリシン軟膏１％ 前田薬品工業 4.20
外用薬 2649719M1208 インドメタシン １％１ｇ インナミットゲル１％ 日医工 2.90
外用薬 2649719N1084 インドメタシン １％１ｇ インドノールクリーム１％ 祐徳薬品工業 2.90
外用薬 2649719N1114 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンクリーム１％「サワイ」 沢井製薬 4.20
外用薬 2649719N1122 インドメタシン １％１ｇ インナミットクリーム１％ 日医工 2.90
外用薬 2649719N1130 インドメタシン １％１ｇ ミカメタン－クリーム１％ 三笠製薬 2.90
外用薬 2649719Q2095 インドメタシン １％１ｍＬ インナミット外用液１％ 日医工 2.90
外用薬 2649719S2033 インドメタシン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 プロアリシンテープ３５ｍｇ 前田薬品工業 12.80
外用薬 2649726M1020 ベンダザック ３％１ｇ ジベンザック軟膏３％ 摩耶堂製薬 14.00
外用薬 2649726M1062 ベンダザック ３％１ｇ イワザック軟膏３％ 岩城製薬 9.70
外用薬 2649726N1025 ベンダザック ３％１ｇ ジベンザッククリーム３％ 摩耶堂製薬 14.00
外用薬 2649729S1146 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 パッペンＫパップ３０ｍｇ 佐藤製薬 9.90
外用薬 2649729S1162 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 12.30
外用薬 2649729S1170 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 タッチロンパップ３０ 救急薬品工業 12.30
外用薬 2649729S1197 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 14.20
外用薬 2649729S1200 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 リフェロンテープ３０ｍｇ 沢井製薬 16.40
外用薬 2649729S2126 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 13.10
外用薬 2649729S2134 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 タッチロンテープ２０ 救急薬品工業 13.10
外用薬 2649729S2142 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 パテルテープ２０ 大石膏盛堂 13.10
外用薬 2649729S2150 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フレストルテープ２０ｍｇ 東和薬品 14.30
外用薬 2649729S2177 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロマールテープ２０ ビオメディクス 13.10
外用薬 2649729S2185 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 9.40
外用薬 2649729S2193 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ライラテープ２０ｍｇ 帝國製薬 14.30
外用薬 2649729S2207 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 レイナノンテープ２０ｍｇ シオノケミカル 14.30
外用薬 2649729S2215 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 9.40
外用薬 2649729S3050 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 タッチロンテープ４０ 救急薬品工業 16.40
外用薬 2649729S3068 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 パテルテープ４０ 大石膏盛堂 19.80
外用薬 2649729S3076 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ライラテープ４０ｍｇ 帝國製薬 19.80
外用薬 2649729S3092 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 16.40
外用薬 2649729S3106 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロマールテープ４０ ビオメディクス 17.80
外用薬 2649729S3114 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 14.90
外用薬 2649729S3122 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 レイナノンテープ４０ｍｇ シオノケミカル 19.80
外用薬 2649729S3130 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フレストルテープ４０ｍｇ 東和薬品 17.80
外用薬 2649729S3149 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 16.40
外用薬 2649729S4048 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェンパップ６０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 21.30
外用薬 2649729S4056 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 タッチロンパップ６０ 救急薬品工業 21.30
外用薬 2649729S4064 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 パッペンＫパップ６０ｍｇ 佐藤製薬 18.40
外用薬 2649731M1080 フェルビナク ３％１ｇ スミルスチック３％ 三笠製薬 8.00
外用薬 2649731Q1057 フェルビナク ３％１ｍＬ アスゼスローション３％ 東光薬品工業 4.00
外用薬 2649731Q1073 フェルビナク ３％１ｍＬ スミルローション３％ 三笠製薬 4.00
外用薬 2649731S1127 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フレックステープ７０ｍｇ 久光製薬 15.10
外用薬 2649731S1135 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 アスゼスパップ７０ｍｇ 三友薬品 15.10
外用薬 2649731S1151 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ファルジーテープ７０ｍｇ ニプロパッチ 15.10
外用薬 2649731S1160 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビスパップ７０ｍｇ 東光薬品工業 15.10
外用薬 2649731S1178 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 救急薬品工業 15.50
外用薬 2649731S1186 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 マルチネスパップ７０ｍｇ 大石膏盛堂 15.10
外用薬 2649731S1194 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 スミルテープ７０ｍｇ 三笠製薬 17.60
外用薬 2649731S1208 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 セブテットパップ７０ｍｇ 沢井製薬 15.50
外用薬 2649731S1216 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 セルスポットパップ７０ｍｇ 大原薬品工業 13.30
外用薬 2649731S1224 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルナビオンパップ７０ 岡山大鵬薬品 15.10
外用薬 2649731S1240 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルナビオンテープ７０ 岡山大鵬薬品 15.10
外用薬 2649731S2034 フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 スミルテープ３５ｍｇ 三笠製薬 10.80
外用薬 2649731S2042 フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フェルナビオンテープ３５ 岡山大鵬薬品 9.50
外用薬 2649731S2050 フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ファルジーテープ３５ｍｇ ニプロパッチ 9.50
外用薬 2649731S3030 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 アスゼスパップ１４０ｍｇ 三友薬品 24.70
外用薬 2649731S3049 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビスパップ１４０ｍｇ 東光薬品工業 24.70
外用薬 2649732S1148 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ファルケンテープ４０ｍｇ 祐徳薬品工業 13.90
外用薬 2649732S1172 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フループテープ４０ 救急薬品工業 13.90
外用薬 2649732S3060 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フループテープ２０ 救急薬品工業 8.80
外用薬 2649732S4031 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ファルケンテープ２０ｍｇ 祐徳薬品工業 8.80
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外用薬 2649734N1020 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「テイコ
ク」

帝國製薬 6.10

外用薬 2649734N1038 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「ユート
ク」

祐徳薬品工業 6.10

外用薬 2649734N1046 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａクリーム１％「日本臓器」 日本臓器製薬 6.10

外用薬 2649734Q1042 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ アデフロニックゲル１％ 大洋薬品工業 5.30
外用薬 2649734Q1077 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ベギータゲル１％ シオノケミカル 5.30
外用薬 2649734Q1085 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」 東光薬品工業 5.30
外用薬 2649734Q1093 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａゲル１％「ラクール」 三友薬品 5.30
外用薬 2649734Q2030 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａローション１％「日本臓器」 東光薬品工業 5.30

外用薬 2649734Q2049 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａローション１％「ラクール」 三友薬品 5.30

外用薬 2649734S1040 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「テイ
コク」

帝國製薬 12.90

外用薬 2649734S1058 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「ユー
トク」

祐徳薬品工業 14.10

外用薬 2649734S1082 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「東光」 東光薬品工業 12.90
外用薬 2649734S1090 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「ラクール」 三友薬品 12.90

外用薬 2649734S1104 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「トーワ」 ニプロジェネファ 12.90
外用薬 2649734S1112 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「日医工」 日医工 12.90
外用薬 2649734S1120 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 12.90

外用薬 2649734S1139 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 11.70

外用薬 2649734S1147 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロパッチ 11.70

外用薬 2649734S1155 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 11.70

外用薬 2649734S2046 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「テイ
コク」

帝國製薬 21.10

外用薬 2649734S2054 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ユー
トク」

祐徳薬品工業 22.30

外用薬 2649734S2089 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 21.10
外用薬 2649734S2097 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 21.10

外用薬 2649734S2100 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「トーワ」 ニプロジェネファ 22.30

外用薬 2649734S2119 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「日医工」 日医工 19.60

外用薬 2649734S2127 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 22.30
外用薬 2649734S2135 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリック 18.10

外用薬 2649734S2143 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロパッチ 19.60

外用薬 2649734S2151 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 19.60

外用薬 2649734S3050 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 12.90
外用薬 2649734S3069 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器製薬 12.90

外用薬 2649734S3077 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 12.90

外用薬 2649734S3085 ジクロフェナクナトリウム ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムパップ７０ｍｇ「オオ
イシ」

大石膏盛堂 12.90

外用薬 2649734S4057 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 21.10
外用薬 2649734S4065 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「日本臓

器」
日本臓器製薬 22.30

外用薬 2649734S4073 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「ラクー
ル」

三友薬品 21.10

外用薬 2649734S4081 ジクロフェナクナトリウム １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムパップ１４０ｍｇ「オ
オイシ」

大石膏盛堂 22.30

外用薬 2649806X1035 パップ剤 １０ｇ アスモロールパップ 日医工 8.00
外用薬 2649830X1039 パップ剤 １０ｇ パステルハップ 大石膏盛堂 8.20
外用薬 2649831S1028 パップ剤 １０ｇ ハーネシップ シオエ製薬 9.40
外用薬 2649843S1039 パップ剤 １０ｇ ＭＳ温シップ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 9.40
外用薬 2649843S1055 パップ剤 １０ｇ ＭＳ温シップ「タカミツ」 タカミツ 9.40
外用薬 2649843S1071 パップ剤 １０ｇ ラクール温シップ 東光薬品工業 8.50
外用薬 2649843S1080 パップ剤 １０ｇ ミルサート温シップ 三友薬品 8.50
外用薬 2649843S1098 パップ剤 １０ｇ パステル温感ハップ 大石膏盛堂 7.60
外用薬 2649844S1033 パップ剤 １０ｇ ヤンヤン冷パップ 救急薬品工業 8.30
外用薬 2649845S1038 パップ剤 １０ｇ ヤンヤン温パップ 救急薬品工業 9.20
外用薬 2649865M1133 副腎エキス・ヘパリン類似物

質配合剤
１ｇ モービリン軟膏 東光薬品工業 7.20

外用薬 2649865M2032 副腎エキス・ヘパリン類似物
質配合剤

１ｇ モービリンゲル 東光薬品工業 7.20

外用薬 2649865N1023 副腎エキス・ヘパリン類似物
質配合剤

１ｇ ゼスタッククリーム 三笠製薬 8.00

外用薬 2649865Q1038 副腎エキス・ヘパリン類似物
質配合剤

１ｍＬ ゼスタックローション 三笠製薬 8.00

外用薬 2649887S1031 パップ剤 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 カーマスプラスター 吉田養真堂 11.10
外用薬 2649892S1032 パップ剤 １０ｇ ローテルリーフパップ 二宮薬品工業 9.40
外用薬 2649893S1029 パップ剤 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ＧＳプラスターＣ「ユートク」 祐徳薬品工業 8.20
外用薬 2649893S1037 パップ剤 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 イージプラスタ ニチバン 8.20
外用薬 2649894S1031 パップ剤 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ＧＳプラスターＨ１４０ 祐徳薬品工業 16.60
外用薬 2649894S2020 パップ剤 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ＧＳプラスターＨ７０ 祐徳薬品工業 10.60
外用薬 2649895S1028 パップ剤 １０ｇ ＭＳ冷シップ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 9.10
外用薬 2649895S1044 パップ剤 １０ｇ ＭＳ冷シップ「タカミツ」 タカミツ 9.10
外用薬 2649895S1052 パップ剤 １０ｇ ラクール冷シップ 東光薬品工業 8.30
外用薬 2649895S1060 パップ剤 １０ｇ ミルサート冷シップ 三友薬品 8.30
外用薬 2649950M1119 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパダームゲル０．３％ 共和薬品工業 6.60
外用薬 2649950M1127 ヘパリン類似物質 １ｇ エアリートゲル０．３％ 東光薬品工業 4.80
外用薬 2649950M1135 ヘパリン類似物質 １ｇ ゼムロンゲル０．３％ 大正薬品工業 6.20
外用薬 2649950M1151 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンゲル０．３％ 日医工ファーマ 7.70
外用薬 2649950M1160 ヘパリン類似物質 １ｇ ホソイドンゲル０．３％ 東和薬品 6.60
外用薬 2652701M1025 サリチル酸 ５％１０ｇ ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 東豊薬品 25.30
外用薬 2652701M2021 サリチル酸 １０％１０ｇ １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 東豊薬品 26.30
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外用薬 2655700M1073 クロトリマゾール １％１ｇ タオンゲル１％ 東興薬品工業 15.10
外用薬 2655700N1141 クロトリマゾール １％１ｇ クロストリンクリーム１％ 岩城製薬 6.90
外用薬 2655700N1168 クロトリマゾール １％１ｇ タオンクリーム１％ 東興薬品工業 15.00
外用薬 2655700N1184 クロトリマゾール １％１ｇ コトゾールクリーム１％ 寿製薬 8.30
外用薬 2655700Q2063 クロトリマゾール １％１ｍＬ コトゾール液 寿製薬 8.30
外用薬 2655700Q2110 クロトリマゾール １％１ｍＬ タオン外用液１％ 東興薬品工業 14.40
外用薬 2655702N1078 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ アムリードクリーム１％ 摩耶堂製薬 8.90
外用薬 2655702N1086 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「タイヨー」 大洋薬品工業 7.70

外用薬 2655708N1016 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾール１％クリーム 6.60
外用薬 2655708N1164 ビホナゾール １％１ｇ ビクロノールクリーム１％ 岩城製薬 10.80
外用薬 2655708N1172 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「タイヨー」 大洋薬品工業 10.80
外用薬 2655708N1180 ビホナゾール １％１ｇ ホスポールクリーム１％ 沢井製薬 12.40
外用薬 2655708N1199 ビホナゾール １％１ｇ マリンゾールクリーム１％ 佐藤製薬 12.40
外用薬 2655708N1202 ビホナゾール １％１ｇ アイコザールクリーム１％ 富士製薬工業 10.80
外用薬 2655708N1210 ビホナゾール １％１ｇ ビルミチンクリーム１％ 大正薬品工業 10.80
外用薬 2655708N1229 ビホナゾール １％１ｇ マイコゾールクリーム１％ 共和薬品工業 12.40
外用薬 2655708N1237 ビホナゾール １％１ｇ ゼルスクリーム１％ 前田薬品工業 18.60
外用薬 2655708N1245 ビホナゾール １％１ｇ ビスコポールクリーム１％ 龍角散 10.80
外用薬 2655708N1253 ビホナゾール １％１ｇ ビフォノールクリーム１％ 摩耶堂製薬 12.40
外用薬 2655708N1270 ビホナゾール １％１ｇ レンチェンスクリーム１％ 陽進堂 12.40
外用薬 2655708Q1110 ビホナゾール １％１ｍＬ ビクロノール外用液１％ 岩城製薬 10.80
外用薬 2655708Q1136 ビホナゾール １％１ｍＬ ゼルス液１％ 前田薬品工業 18.60
外用薬 2655708Q1144 ビホナゾール １％１ｍＬ ビスコポール外用液１％ 龍角散 10.80
外用薬 2655708Q1152 ビホナゾール １％１ｍＬ ビフォノール外用液１％ 摩耶堂製薬 12.40
外用薬 2655708Q1160 ビホナゾール １％１ｍＬ ビホナゾール外用液１％「タイヨー」 大洋薬品工業 10.80
外用薬 2655708Q1187 ビホナゾール １％１ｍＬ レンチェンス外用液１％ 陽進堂 12.40
外用薬 2655709N1037 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ニトラゼンクリーム２％ 岩城製薬 23.90
外用薬 2655709N1045 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトパミンクリーム２％ 東光薬品工業 23.90
外用薬 2655709N1061 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 プルナクリーム２％ 前田薬品工業 23.90
外用薬 2655709N1070 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 日本ジェネリック 23.90
外用薬 2655709Q1033 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ニトラゼンローション２％ 岩城製薬 23.90
外用薬 2655709Q1041 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトパミン外用液２％ 東光薬品工業 23.90
外用薬 2655709Q1050 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 プルナローション２％ 前田薬品工業 23.90
外用薬 2655709Q1068 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 日本ジェネリック 23.90
外用薬 2655709R1020 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトパミン外用スプレー２％ 東光薬品工業 48.80
外用薬 2655710M1042 ラノコナゾール １％１ｇ ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 岩城製薬 29.20
外用薬 2655710N1048 ラノコナゾール １％１ｇ ラノコナゾールクリーム１％「イワキ」 岩城製薬 29.20
外用薬 2655710Q1044 ラノコナゾール １％１ｍＬ ラノコナゾール外用液１％「イワキ」 岩城製薬 29.20
外用薬 2659708N1058 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ メリーダムクリーム１％ 東和薬品 30.80
外用薬 2659708N1074 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 塩酸ブテナフィンクリーム１％「マイラン」 マイラン製薬 23.90
外用薬 2659708Q1046 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ メリーダム液１％ 東和薬品 30.80
外用薬 2659708R1068 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 塩酸ブテナフィンスプレー１％「マイラン」 マイラン製薬 48.70
外用薬 2659710N1055 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ケルガークリーム１％ 前田薬品工業 17.90
外用薬 2659710N1063 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テビーナクリーム１％ 岩城製薬 19.30
外用薬 2659710N1071 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テビナシールクリーム１％ 東亜薬品 20.10
外用薬 2659710N1080 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルフィナビンクリーム１％ 日医工 20.10
外用薬 2659710N1098 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ビラスクリーム１％ 東和薬品 28.20
外用薬 2659710N1101 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ラミテクトクリーム１％ 沢井製薬 19.30
外用薬 2659710N1110 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥＫ」 小林化工 17.90
外用薬 2659710N1128 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 塩酸テルビナフィンクリーム１％「サンド」 サンド 20.10
外用薬 2659710N1136 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「タイヨー」 大洋薬品工業 14.20

外用薬 2659710N1144 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルミシールクリーム１％ 大正薬品工業 19.30
外用薬 2659710N1160 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 塩酸テルビナフィンクリーム１％「マイラン」 マイラン製薬 22.10
外用薬 2659710N1179 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「Ｆ」 富士製薬工業 22.10
外用薬 2659710N1187 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ＪＧ」 日本ジェネリック 14.20
外用薬 2659710Q1043 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ケルガー液１％ 前田薬品工業 17.90
外用薬 2659710Q1051 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テビーナ液１％ 岩城製薬 19.30
外用薬 2659710Q1060 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ビラス液１％ 東和薬品 28.20
外用薬 2659710Q1086 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ラミテクト外用液１％ 沢井製薬 19.30
外用薬 2659710Q1094 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩外用液１％「Ｆ」 富士製薬工業 22.10
外用薬 2659710R1057 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 塩酸テルビナフィンスプレー１％「マイラン」 マイラン製薬 43.50
外用薬 2669701M1057 尿素 １０％１ｇ アセチロール軟膏１０ ポーラファルマ 5.70
外用薬 2669701M1065 尿素 １０％１ｇ ベギン軟膏１０ 藤永製薬 5.70
外用薬 2669701M2061 尿素 ２０％１ｇ アセチロール軟膏２０ ポーラファルマ 5.70
外用薬 2669701M2088 尿素 ２０％１ｇ ベギン軟膏２０ 藤永製薬 5.70
外用薬 2669701M2118 尿素 ２０％１ｇ ケラベンス軟膏２０％ シオノケミカル 5.70
外用薬 2669701N1060 尿素 １０％１ｇ ウリモックスクリーム１０％ 池田薬品工業 4.90
外用薬 2669701N2032 尿素 ２０％１ｇ ウレアクリーム２０％「イワキ」 岩城製薬 5.10
外用薬 2669701N2059 尿素 ２０％１ｇ ワイドコールクリーム２０％ 池田薬品工業 5.10
外用薬 2679701Q1055 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ フロジン外用液５％ ニプロパッチ 33.00
外用薬 2679701Q1063 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ アロビックス外用液５％ 長生堂製薬 13.20
外用薬 2679701Q1071 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ カルプラニン外用液５％ 大洋薬品工業 11.50
外用薬 2691700M1061 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ アルファタカシル軟膏２μｇ／ｇ 大正薬品工業 57.40
外用薬 2691700N1067 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ アルファタカシルクリーム２μｇ／ｇ 大正薬品工業 57.40
外用薬 2699801V1050 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ スクロードパスタ 共和薬品工業 15.50
外用薬 2699801V1068 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ ネグミンシュガー軟膏 マイラン製薬 15.50
外用薬 2699801V1084 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ ドルミジンパスタ 岩城製薬 18.50
外用薬 2699801V1114 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ イソジンシュガーパスタ軟膏 日東メディック 13.10
外用薬 2699801V1130 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ ポビドリンパスタ軟膏 東亜薬品 15.50
外用薬 3323702Q1052 トロンビン ５，０００単位５ｍＬ１

瓶
トロンビン経口・局所用液５千「Ｆ」 富士製薬工業 776.70

外用薬 3325700S1020 酸化セルロース ニューニット２．５ｃｍ
×８．９ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,887.50

外用薬 3325700S2027 酸化セルロース ニューニット７．６ｃｍ
×１０．２ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

2,339.80

外用薬 3325700S3023 酸化セルロース ニューニット１５．２ｃ
ｍ×２２．９ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

2,906.60

外用薬 3325700X4027 酸化セルロース １．３ｃｍ×５．１ｃｍ
１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

877.90

外用薬 3325700X5023 酸化セルロース ５．１ｃｍ×７．６ｃｍ
１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,184.10

外用薬 3325700X6020 酸化セルロース ５．１ｃｍ×３５．６ｃ
ｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,566.10
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外用薬 3325700X7026 酸化セルロース １０．２ｃｍ×２０．３
ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,625.80

外用薬 3325700X8022 酸化セルロース 綿型５．１ｃｍ×２．５
ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,684.20

外用薬 3325700X9029 酸化セルロース ニューニット２．５ｃｍ
×２．５ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

1,490.30

外用薬 3334700M1047 ヘパリンナトリウム ５００単位１ｇ ペセタ軟膏 池田薬品工業 7.70
外用薬 3339950M1102 ヘパリン類似物質 １ｇ セレロイズ軟膏０．３％ シオノケミカル 7.40
外用薬 3339950M1110 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパダーム軟膏０．３％ 共和薬品工業 8.80
外用薬 3339950M1129 ヘパリン類似物質 １ｇ クラドイド軟膏０．３％ 陽進堂 8.80
外用薬 3339950N1027 ヘパリン類似物質 １ｇ エアリートクリーム０．３％ 東光薬品工業 7.40
外用薬 3339950N1043 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンクリーム０．３％ 日医工ファーマ 10.80
外用薬 3339950Q1058 ヘパリン類似物質 １ｇ エアリートローション０．３％ 東光薬品工業 7.40
外用薬 3339950Q1066 ヘパリン類似物質 １ｇ クラドイドローション０．３％ 陽進堂 8.80
外用薬 3339950Q1082 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンローション０．３％ 日医工ファーマ 10.80
外用薬 3339950R1029 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテン外用スプレー０．３％ 日医工ファーマ 20.20
外用薬 4300700G1082 キセノン（１３３Ｘｅ） １０ＭＢｑ ジーナイガス－Ｘｅ１３３ 富士フイルムＲＩ

ファーマ
165.10

外用薬 6250700M1049 ビダラビン ３％１ｇ シオスナール軟膏３％ 東和薬品 142.80
外用薬 6250700M1120 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」 小林化工 119.60
外用薬 6250700M1138 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「タイヨー」 大洋薬品工業 119.60
外用薬 6250700M1146 ビダラビン ３％１ｇ ホスラビン軟膏３％ 岩城製薬 132.20
外用薬 6250700M1154 ビダラビン ３％１ｇ アラエビン軟膏３％ ポーラファルマ 132.20
外用薬 6250700M1162 ビダラビン ３％１ｇ ビフビン軟膏３％ 富士製薬工業 132.20
外用薬 6250700M1170 ビダラビン ３％１ｇ アラーゼ軟膏３％ 沢井製薬 142.80
外用薬 6250700M1197 ビダラビン ３％１ｇ シルベラン軟膏３％ 前田薬品工業 103.40
外用薬 6250700M1200 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「ＪＧ」 シオノケミカル 103.40
外用薬 6250700N1044 ビダラビン ３％１ｇ カサールクリーム３％ 資生堂 113.50
外用薬 6250701M1035 アシクロビル ５％１ｇ ベルクスロン軟膏５％ 東和薬品 161.50
外用薬 6250701M1043 アシクロビル ５％１ｇ ビゾクロス軟膏５％ 大正薬品工業 145.90
外用薬 6250701M1051 アシクロビル ５％１ｇ エアーナース軟膏５％ 東光薬品工業 161.50
外用薬 6250701N1022 アシクロビル ５％１ｇ ビルヘキサルクリーム５％ サンド 161.50
外用薬 6250701N1030 アシクロビル ５％１ｇ エアーナースクリーム５％ 東光薬品工業 161.50
外用薬 7190700X1023 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＥ－７５ 丸石製薬 39.10
外用薬 7190700X1031 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＨ－１５ 丸石製薬 39.10
外用薬 7190700X1040 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＳ－５５ 丸石製薬 39.10
外用薬 7212701K1020 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ バロジェクトゾル１００ 堀井薬品工業 15.30
外用薬 7212701K2026 硫酸バリウム ６０％２００ｍＬ１個 バリエネマ 日医工ファーマ 1,007.30
外用薬 7212701K3022 硫酸バリウム ６０％３００ｍＬ１個 バリエネマ３００ 日医工ファーマ 1,488.60
外用薬 7212701K4029 硫酸バリウム ３０％４００ｍＬ１個 バリエネマＬＣ 日医工ファーマ 1,051.00
外用薬 7212701K5025 硫酸バリウム ７５％３００ｍＬ１個 バリエネマＨＤ７５％ 日医工ファーマ 1,843.50
外用薬 7212701W1021 硫酸バリウム ９８．１％１０ｇ エネマスター注腸散 伏見製薬所 14.80
外用薬 7290703T1039 フルオレセイン １枚 フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ 昭和薬品化工 14.60
外用薬 7319700Q1032 安息香 １０ｍＬ ※ アンソッコウチンキ（小堺） 小堺製薬 21.60
外用薬 7319700Q1040 安息香 １０ｍＬ ※ 安息香チンキ（司生堂） 司生堂製薬 21.60

歯科用薬
剤

2710803U1036 塩酸リドカイン・酒石酸水素
エピネフリン

１．８ｍＬ１管 デンタカインカートリッジ シオノケミカル 56.00

歯科用薬
剤

2710803U1044 塩酸リドカイン・酒石酸水素
エピネフリン

１．８ｍＬ１管 オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ 昭和薬品化工 58.90

歯科用薬
剤

2710803U2032 塩酸リドカイン・酒石酸水素
エピネフリン

１ｍＬ１管 オーラ注歯科用カートリッジ１．０ｍＬ 昭和薬品化工 58.90

歯科用薬
剤

2710806U1030 塩酸リドカイン・アドレナリ
ン

１．８ｍＬ１管 キシレステシンＡ注射液（カートリッジ） スリーエム　ヘルス
ケア

61.50

歯科用薬
剤

2710816P1030 アミノ安息香酸エチル １ｇ ビーゾカイン歯科用ゼリー２０％ 福地製薬 71.30

歯科用薬
剤

2710816Q1043 アミノ安息香酸エチル １ｇ ジンジカインゲル２０％ 白水貿易 62.80

歯科用薬
剤

2710816Q1051 アミノ安息香酸エチル １ｇ ハリケインゲル歯科用２０％ アグサジャパン 72.30

歯科用薬
剤

2710816Q1060 アミノ安息香酸エチル １ｇ ハリケインリキッド歯科用２０％ アグサジャパン 76.10

歯科用薬
剤

2760804M1040 ミノサイクリン塩酸塩 １０ｍｇ０．５ｇ１シリ
ンジ

ペリオフィール歯科用軟膏２％ 昭和薬品化工 388.40

歯科用薬
剤

2790818V1039 酸化亜鉛・チョウジ油 散剤（液剤を含む）１ｇ サージカルパック口腔用 昭和薬品化工 63.60



別紙２

成分名 薬効分類 規格 該当する後発医薬品 企業名 対応する先発医薬品 企業名

ブロマゼパム
催眠鎮静
剤、抗不安
剤

１ｍｇ１錠 セニラン錠１ｍｇ サンド レキソタン錠１ 中外製薬

メダゼパム
催眠鎮静
剤、抗不安
剤

２ｍｇ１錠
メダゼパム錠２（ツルハ
ラ）

鶴原製薬 レスミット錠２ 塩野義製薬

パムネース錠２ 東邦新薬

５ｍｇ１錠
メダゼパム錠５（ツルハ
ラ）

鶴原製薬 レスミット錠５ 塩野義製薬

パムネース錠５ 東邦新薬

バルプロ酸ナ
トリウム

抗てんかん
剤

４０％１ｇ ハイセレニン細粒４０％ ＭＳＤ デパケン細粒４０％ 協和発酵キリン

メチルジゴキ
シン

強心剤 ０．０５ｍｇ１錠
メチルジゴキシン錠０．０
５ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業
ラニラピッド錠０．０５ｍ
ｇ

中外製薬

イソソルビド 利尿剤 ７０％１ｍＬ
イソソルビドシロップ７
０％「タイヨー」

大洋薬品工業 イソバイドシロップ７０％ 興和

イソソルビド内用液７０％
「あすか」

あすか製薬

７０％３０ｍＬ１
包

イソソルビド内用液７０％
分包３０ｍＬ「あすか」

あすか製薬
イソバイドシロップ７０％
分包３０ｍＬ

興和

リン酸ジメモ
ルファン

鎮咳剤 １０ｍｇ１錠 ホフバン錠１０ｍｇ 辰巳化学 アストミン錠１０ｍｇ アステラス製薬

アンブロキ
ソール塩酸塩

去たん剤 １．５％１ｇ
ムコサールドライシロップ
１．５％

日本ベーリンガー
インゲルハイム

小児用ムコソルバンＤＳ
１．５％

帝人ファーマ

テオフィリン
気管支拡張
剤

２０％１ｇ スロービッド顆粒２０％ サンド テオドール顆粒２０％ 田辺三菱製薬

５０ｍｇ１錠 テオロング錠５０ｍｇ エーザイ テオドール錠５０ｍｇ 田辺三菱製薬

１００ｍｇ１錠 テオロング錠１００ｍｇ エーザイ テオドール錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬

２００ｍｇ１錠 テオロング錠２００ｍｇ エーザイ テオドール錠２００ｍｇ 田辺三菱製薬

ケトチフェン
フマル酸塩

その他のア
レルギー用
薬

０．０２％１ｍＬ
ジキリオンシロップ０．０
２％

日医工ファーマ
ザジテンシロップ０．０
２％

ノバルティス
ファーマ

アモキシシリ
ン水和物

ペニシリン
系抗生物質

１００ｍｇ１ｇ アモリン細粒１０％ 武田薬品工業 サワシリン細粒１０％ アステラス製薬

パセトシン細粒１０％ 協和発酵キリン

１２５ｍｇ１カプ
セル

アモリンカプセル１２５ 武田薬品工業 サワシリンカプセル１２５ アステラス製薬

パセトシンカプセル１２５ 協和発酵キリン

２５０ｍｇ１カプ
セル

アモリンカプセル２５０ 武田薬品工業 サワシリンカプセル２５０ アステラス製薬

パセトシンカプセル２５０ 協和発酵キリン

セファレキシ
ン

セフェム系
抗生物質

２５０ｍｇ１カプ
セル

センセファリンカプセル２
５０

武田薬品工業
ケフレックスカプセル２５
０ｍｇ

塩野義製薬

ペンタゾシン
解熱鎮痛消
炎剤

１５ｍｇ１管 トスパリール注１５ 小林化工 ソセゴン注射液１５ｍｇ アステラス製薬

ペンタジン注射液１５ 第一三共

マルトース 糖類剤
１０％２５０ｍＬ
１袋

マルトースＭＬ輸液１０％ テルモ マルトス輸液１０％ 大塚製薬工場

１０％５００ｍＬ
１瓶

マルトース注ＭＰ１０％ マイラン製薬
マルトス輸液１０％
（１０％５００ｍＬ１袋）

大塚製薬工場

１０％５００ｍＬ
１袋

マドロス輸液１０％ 扶桑薬品工業

維持液（１
７）

血液代用剤 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３ＰＧ輸液 テルモ １０％ＥＬ－３号輸液 味の素製薬

マルトース加
乳酸リンゲル

血液代用剤 ２５０ｍＬ１瓶 ニソリＭ注 マイラン製薬
ポタコールＲ輸液
（２５０ｍＬ１袋）

大塚製薬工場

２５０ｍＬ１袋 ソルラクトＴＭＲ輸液 テルモ

ニソリＭ注 マイラン製薬

ヒシラックＭ液 ニプロファーマ

５００ｍＬ１瓶 ニソリＭ注 マイラン製薬
ポタコールＲ輸液
（５００ｍＬ１袋）

大塚製薬工場

診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目



成分名 薬効分類 規格 該当する後発医薬品 企業名 対応する先発医薬品 企業名
ラクトリンゲルＭ注「フ
ソー」

扶桑薬品工業

５００ｍＬ１袋
ラクトリンゲルＭ注「フ
ソー」

扶桑薬品工業

ニソリＭ注 マイラン製薬

ソルラクトＴＭＲ輸液 テルモ

ヒシラックＭ液 ニプロファーマ

酢酸維持液
（１）

血液代用剤 ２００ｍＬ１瓶 ペンライブ注 マイラン製薬
アクチット注
（２００ｍＬ１瓶）

興和

２００ｍＬ１袋 エスロンＢ注 アイロム製薬

ペンライブ注 マイラン製薬

ソルマルト輸液 テルモ

アクマルト輸液 光製薬

５００ｍＬ１瓶 エスロンＢ注 アイロム製薬
アクチット注
（５００ｍＬ１瓶）

興和

ペンライブ注 マイラン製薬

５００ｍＬ１袋 ペンライブ注 マイラン製薬

ソルマルト輸液 テルモ

アクマルト輸液 光製薬

ブドウ糖加酢
酸リンゲル

血液代用剤 ２００ｍＬ１瓶 リナセート輸液 味の素製薬 ヴィーンＤ注 興和

５００ｍＬ１瓶 ペロール注 マイラン製薬
ヴィーンＤ注
（５００ｍＬ１瓶）

興和

アクメイン注 光製薬

ソリューゲンＧ注 アイロム製薬

５００ｍＬ１袋 リナセート輸液 味の素製薬

ペロール注 マイラン製薬

ソルアセトＤ輸液 テルモ

アクメイン注 光製薬

腹膜透析液
（４－７）

腹膜透析用剤２．５Ｌ１袋
ステイセーフバランス　１
／１．５　腹膜透析液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－
４　１．５腹膜透析液

バクスター

腹膜透析液
（４－８）

腹膜透析用剤２．５Ｌ１袋
ステイセーフバランス　１
／２．５　腹膜透析液

フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－
４　２．５腹膜透析液

バクスター

過テクネチウ
ム酸ナトリウ
ム（９９ｍＴ
ｃ）

放射性医薬品１０ＭＢｑ メジテック
日本メジフィジッ
クス

ウルトラテクネカウ
富士フイルムＲＩ
ファーマ

アセトアミノ
フェン

解熱鎮痛消
炎剤

５０ｍｇ１個 パラセタ坐剤小児用５０ シオエ製薬
アンヒバ坐剤小児用５０ｍ
ｇ

アボットジャパン

アセトアミノフェン坐剤小
児用５０ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 アルピニー坐剤５０ 久光製薬

アセトアミノフェン坐剤小
児用５０ｍｇ「ＴＹＫ」

大正薬品工業 カロナール坐剤小児用５０ 昭和薬品化工

アフロギス坐剤５０ 日新製薬（山形）

１００ｍｇ１個
アセトアミノフェン坐剤小
児用１００ｍｇ「ＴＹＫ」

大正薬品工業 カロナール坐剤１００ 昭和薬品化工

アフロギス坐剤１００ 日新製薬（山形）
アンヒバ坐剤小児用１００
ｍｇ

アボットジャパン

パラセタ坐剤１００ シオエ製薬 アルピニー坐剤１００ 久光製薬

アセトアミノフェン坐剤小
児用１００ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬

ヒアルロン酸
ナトリウム

眼科用剤
１％０．４ｍＬ１
筒

オペガンハイ０．４眼粘弾
剤１％

生化学工業
ヒーロン０．４眼粘弾剤
１％

エイエムオー・
ジャパン



成分名 薬効分類 規格 該当する後発医薬品 企業名 対応する先発医薬品 企業名
１％０．６ｍＬ１
筒

オペガンハイ０．６眼粘弾
剤１％

生化学工業
オペガン０．６眼粘弾剤
１％

生化学工業

ヒーロン０．６眼粘弾剤
１％

エイエムオー・
ジャパン

１％０．８５ｍＬ
１筒

オペガンハイ０．８５眼粘
弾剤１％

生化学工業
ヒーロン０．８５眼粘弾剤
１％

エイエムオー・
ジャパン

トラニラスト 眼科用剤
２５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

アレニスト点眼液０．５％ 東亜薬品 リザベン点眼液０．５％ キッセイ薬品工業

トラメラスＰＦ点眼液０．
５％

日本点眼薬研究所

トラメラス点眼液０．５％ ニッテン

硝酸イソソル
ビド

血管拡張剤 ４０ｍｇ１枚 アンタップテープ４０ｍｇ 帝人ファーマ フランドルテープ４０ｍｇ トーアエイヨー

アズレンスル
ホン酸ナトリ
ウム

その他の消
化器官用薬

５ｍｇ１錠
アズレミック錠口腔用５ｍ
ｇ

東洋製薬化成
アズノールＳＴ錠口腔用５
ｍｇ

日本新薬

インドメタシ
ン

鎮痛、鎮
痒、収歛、
消炎剤

１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ１枚

セラスターテープ７０ 救急薬品工業 カトレップパップ７０ｍｇ 帝國製薬

テンポラルパップ７０ｍｇ 昭和薬品化工 カトレップテープ７０ｍｇ 帝國製薬

トラップオンパップ７０ｍ
ｇ

ビオメディクス
イドメシンコーワパップ７
０ｍｇ

興和

インテナシンパップ７０ｍ
ｇ

原沢製薬工業
ラクティオンパップ７０ｍ
ｇ

テイカ製薬

インドメタシンパップ７０
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 インサイドパップ７０ｍｇ 久光製薬

インドメタシンパップ７０
ｍｇ「日医工」

日医工
コリフメシンパップ７０ｍ
ｇ

東和製薬：和歌山

インドメタシンパップ７０
ｍｇ「三友」

三友薬品 ハップスターＩＤ７０ｍｇ 大石膏盛堂

ゼムパックパップ７０ 救急薬品工業

インテナースパップ７０ｍ
ｇ

東光薬品工業

アコニップパップ７０ｍｇ テイカ製薬


	【最終版】「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」について（番号入り）.pdf
	【最終版】「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」について（別紙１）
	Sheet1

	【最終版】「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」について（別紙２）
	★通知用 (2)→再内示反映


