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外用薬 7121718X1042 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン．ＯＩ 日医工ファーマ 10.00
外用薬 7121718X1050 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン「ケンエー」 健栄製薬 9.60
外用薬 7121718X1077 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン　シオエ シオエ製薬 10.70
外用薬 7121718X1107 流動パラフィン １０ｍＬ 局 ※流動パラフィン（東海製薬） 東海製薬 9.60
外用薬 7121718X1131 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィンＦＭ フヂミ製薬所 10.00
外用薬 7121718X1140 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン「マルイシ」 丸石製薬 10.00
外用薬 7121718X1174 流動パラフィン １０ｍＬ 局 ※流動パラフィン（山善） 山善製薬 11.20
外用薬 7121718X1182 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン「ヤクハン」 ヤクハン製薬 10.70
外用薬 7121718X1204 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン「ニッコー」 日興製薬 10.00
外用薬 7121718X1212 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン「ヨシダ」 吉田製薬 10.70
外用薬 7121718X1220 流動パラフィン １０ｍＬ 局 「純生」流パラ 純生薬品工業 10.70
外用薬 7122700X1015 ラウリル硫酸ナトリウム １０ｇ 局 ラウリル硫酸ナトリウム 28.40
外用薬 7122701X1010 加水ラノリン １０ｇ 局 加水ラノリン 15.70
外用薬 7122702X1014 精製ラノリン １０ｇ 局 精製ラノリン 21.70
外用薬 7122702X1073 精製ラノリン １０ｇ 局 ※精製ラノリン（シオエ） シオエ製薬 22.80
外用薬 7122702X1146 精製ラノリン １０ｇ 局 ※精製ラノリン（山善） 山善製薬 22.80
外用薬 7122703X1019 吸水軟膏 １０ｇ 局 吸水軟膏 19.60
外用薬 7122703X1035 吸水軟膏 １０ｇ 局 ※吸水軟膏（東豊） 東豊薬品 20.70
外用薬 7122703X1051 吸水軟膏 １０ｇ 局 吸水軟膏「ホエイ」 マイラン製薬 20.70
外用薬 7122704X1013 親水軟膏 １０ｇ 局 親水軟膏 12.80
外用薬 7122704X1064 親水軟膏 １０ｇ 局 ※親水軟膏（シオエ） シオエ製薬 25.60
外用薬 7122704X1080 親水軟膏 １０ｇ 局 ※親水軟膏（東豊） 東豊薬品 24.20
外用薬 7122704X1102 親水軟膏 １０ｇ 局 ※親水軟膏（日興製薬） 日興製薬 24.20
外用薬 7122704X1129 親水軟膏 １０ｇ 局 親水軟膏「ホエイ」 マイラン製薬 25.60
外用薬 7122704X1161 親水軟膏 １０ｇ 局 ※親水軟膏（山田） 山田製薬 24.20
外用薬 7122704X1170 親水軟膏 １０ｇ 局 ※親水軟膏（吉田製薬） 吉田製薬 25.60
外用薬 7122704X1188 親水軟膏 １０ｇ 局 ※親水軟膏（小堺） 小堺製薬 19.30
外用薬 7122704X1218 親水軟膏 １０ｇ 局 ※親水軟膏（ＪＧ） 日本ジェネリック 24.20
外用薬 7123700M1016 マクロゴール １０ｇ 局 マクロゴール軟膏 24.30
外用薬 7123700M1032 マクロゴール １０ｇ 局 ※マクロゴール軟膏（シオエ） シオエ製薬 28.00
外用薬 7123700M1040 マクロゴール １０ｇ 局 ※マクロゴール軟膏（東豊） 東豊薬品 28.50
外用薬 7123700M1059 マクロゴール １０ｇ 局 ※マクロゴール軟膏（日興製薬） 日興製薬 25.80
外用薬 7123700M1083 マクロゴール １０ｇ 局 ※マクロゴール軟膏（吉田製薬） 吉田製薬 28.00
外用薬 7123700M1113 マクロゴール １０ｇ 局 ソルベース 明治薬品 28.00
外用薬 7123701X1017 マクロゴール４００ １０ｍＬ 局 マクロゴール４００ 18.20
外用薬 7123701X1041 マクロゴール４００ １０ｍＬ 局 ※マクロゴール４００（東豊） 東豊薬品 18.60
外用薬 7123702X1011 マクロゴール１５００ １０ｇ 局 マクロゴール１５００ 19.00
外用薬 7123703X1016 マクロゴール４０００ １０ｇ 局 マクロゴール４０００ 14.60
外用薬 7123703X1032 マクロゴール４０００ １０ｇ 局 ※マクロゴール４０００（東豊） 東豊薬品 19.50
外用薬 7123703X1040 マクロゴール４０００ １０ｇ 局 ※マクロゴール４０００（日興製薬） 日興製薬 20.70
外用薬 7123703X1067 マクロゴール４０００ １０ｇ 局 ※マクロゴール４０００（丸石） 丸石製薬 23.60
外用薬 7123704X1010 マクロゴール６０００ １０ｇ 局 マクロゴール６０００ 21.80
外用薬 7129700X1016 ベントナイト １００ｇ 局 ベントナイト 17.00
外用薬 7129801X1027 ポリエチレン樹脂・流動

パラフィン
１０ｇ プラスチベース 大正製薬 39.40

外用薬 7131700X1014 滅菌精製水 １０ｍＬ 局 滅菌精製水 3.40
外用薬 7131700X1049 滅菌精製水 １０ｍＬ 局 滅菌精製水「ケンエー」 健栄製薬 4.00
外用薬 7131700X1057 滅菌精製水 １０ｍＬ 局 ※滅菌精製水（日興製薬） 日興製薬 4.00
外用薬 7131700X1081 滅菌精製水 １０ｍＬ 局 ※滅菌精製水（ヤクハン） ヤクハン製薬 3.70
外用薬 7131700X1103 滅菌精製水 １０ｍＬ 局 ※滅菌精製水（吉田製薬） 吉田製薬 4.10
外用薬 7131700X1111 滅菌精製水 １０ｍＬ 局 ※滅菌精製水（大成薬品） 大成薬品工業 3.60
外用薬 7131700X1146 滅菌精製水 １０ｍＬ 局 ※滅菌精製水（シオエ） シオエ製薬 3.60
外用薬 7134700X1016 エーテル １０ｍＬ 局 エーテル 28.40
外用薬 7139700X1012 プロピレングリコール １０ｍＬ 局 プロピレングリコール 10.60
外用薬 7139700X1047 プロピレングリコール １０ｍＬ 局 ※プロピレングリコール（丸石） 丸石製薬 11.40
外用薬 7139701X1017 アセトン １０ｇ アセトン 8.70
外用薬 7139703X1016 石油ベンジン １０ｍＬ 局 石油ベンジン 7.70
外用薬 7139703X1024 石油ベンジン １０ｍＬ 局 ※石油ベンジン（金田直） 金田直隆商店 9.00
外用薬 7149700X1019 ユーカリ油 １ｍＬ 局 ユーカリ油 8.30
外用薬 7149701X1013 ラベンダー油 １ｍＬ ラベンダー油 20.60
外用薬 7149703X1012 ローズ油 １ｍＬ ローズ油 53.00
外用薬 7190700X1023 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＥ－７５ 丸石製薬 後発品 40.60
外用薬 7190700X1031 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＨ－１５ 丸石製薬 後発品 40.60
外用薬 7190700X1040 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＳ－５５ 丸石製薬 後発品 40.60
外用薬 7190701X1010 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム 5.00
外用薬 7190701X1036 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム「オーツカ」 大塚製薬工場 6.50
外用薬 7190701X1052 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム．ＯＩ 日医工ファーマ 6.50
外用薬 7190701X1079 塩化ナトリウム １０ｇ 局 ※塩化ナトリウム（東海製薬） 東海製薬 5.80
外用薬 7190701X1087 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム「トミタ」 富田製薬 6.70
外用薬 7190701X1095 塩化ナトリウム １０ｇ 局 ※塩化ナトリウム（山善） 山善製薬 6.00
外用薬 7190701X1109 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム「ヤクハン」 ヤクハン製薬 6.30
外用薬 7190701X1133 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム「イヌイ」 日本家庭用塩 6.30
外用薬 7190702X1014 塩酸 １０ｍＬ 局 塩酸 8.20
外用薬 7190702X1049 塩酸 １０ｍＬ 局 「純生」塩酸 純生薬品工業 11.80
外用薬 7190702X1057 塩酸 １０ｍＬ 局 塩酸「司生堂」 司生堂製薬 11.10
外用薬 7190702X1090 塩酸 １０ｍＬ 局 ※塩酸（山善） 山善製薬 11.80
外用薬 7190703X1019 酢酸ナトリウム １０ｇ 局 酢酸ナトリウム 9.50
外用薬 7190704X1013 チオ硫酸ナトリウム １０ｇ 局 チオ硫酸ナトリウム 11.20
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 後発品 15.70
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 後発品 1,024.40
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 後発品 1,518.40
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 後発品 1,070.30
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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 後発品 1,915.10
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 後発品 15.10
外用薬 7290700X1029 ハウスダストアレルゲン １枚 アレルゲンディスク「トリイ」ハウス

ダスト
鳥居薬品 72.60

外用薬 7290701X1023 ブタクサアレルゲン １枚 アレルゲンディスク「トリイ」ブタク
サ花粉

鳥居薬品 69.80

外用薬 7290703T1020 フルオレセイン １枚 フローレス試験紙 昭和薬品化工 後発品 14.70
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 後発品 14.70
外用薬 7290704G1035 キセノンガス（非放射

性）
８Ｌ１容器 ゼノンコールド 安西メディカル 30,975.00

外用薬 7290706T1024 パッチテスト用塩類 １ｍＬ又は１ｇ パッチテスト試薬 鳥居薬品 816.10
外用薬 7290707T1029 塩化コバルト １枚 パッチテストテープ「塩化コバルト」

１６μｇ
佐藤製薬 701.60

外用薬 7290707T1037 重クロム酸カリウム １枚 パッチテストテープ「重クロム酸カリ
ウム」１９μｇ

佐藤製薬 701.60

外用薬 7290707T1045 チメロサール １枚 パッチテストテープ「チメロサール」
６．５μｇ

佐藤製薬 701.60

外用薬 7290707T1053 Ｎ－ヒドロキシメチルス
クシンイミド

１枚 パッチテストテープ「ホルムアルデヒ
ド」１５０μｇ

佐藤製薬 701.60

外用薬 7290707T1061 メルカプトベンゾチア
ゾール

１枚 パッチテストテープ「メルカプトベン
ゾチアゾール」６１μｇ

佐藤製薬 701.60

外用薬 7290707T1070 硫酸ニッケル １枚 パッチテストテープ「硫酸ニッケル」
１６０μｇ

佐藤製薬 701.60

外用薬 7311700X1012 パラオキシ安息香酸エチ
ル

１ｇ 局 パラオキシ安息香酸エチル 10.20
外用薬 7311701X1017 パラオキシ安息香酸ブチ

ル
１ｇ 局 パラオキシ安息香酸ブチル 10.20

外用薬 7311702X1011 パラオキシ安息香酸プロ
ピル

１ｇ 局 パラオキシ安息香酸プロピル 19.70

外用薬 7319700Q1024 安息香 １０ｍＬ ※安息香チンキ（東洋製薬） 東洋製薬化成 22.00
外用薬 7319700Q1032 安息香 １０ｍＬ ※アンソッコウチンキ（小堺） 小堺製薬 後発品 22.00
外用薬 7319700Q1040 安息香 １０ｍＬ ※安息香チンキ（司生堂） 司生堂製薬 後発品 22.00
外用薬 7451700X1013 カンテン １ｇ 局 カンテン 10.80
外用薬 7990700Q1022 シアノアクリレート ０．５ｇ１管 アロンアルフアＡ「三共」 東亜合成 171.20
外用薬 7990701X1021 ゼラチンフィルム １０ｃｍ×１２．５ｃ

ｍ１枚
ゼルフィルム ファイザー 8,266.90

外用薬 7990702X1026 ゼラチンフィルム ２．５ｃｍ×５ｃｍ１
枚

眼科用ゼルフィルム ファイザー 628.50
外用薬 7990707X5024 フィブリノゲン加第ⅩⅢ

因子
０．５ｍＬ２キット１
組

ベリプラストＰ　コンビセット ＣＳＬベーリング 10,398.60

外用薬 7990707X5032 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

０．５ｍＬ２キット１
組

ベリプラストＰ　コンビセット　組織
接着用

ＣＳＬベーリング 10,398.60

外用薬 7990707X6020 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

１ｍＬ２キット１組 ベリプラストＰ　コンビセット ＣＳＬベーリング 15,698.20

外用薬 7990707X6039 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

１ｍＬ２キット１組 ベリプラストＰ　コンビセット　組織
接着用

ＣＳＬベーリング 15,698.20

外用薬 7990707X7027 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

３ｍＬ２キット１組 ベリプラストＰ　コンビセット ＣＳＬベーリング 44,709.20

外用薬 7990707X7035 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

３ｍＬ２キット１組 ベリプラストＰ　コンビセット　組織
接着用

ＣＳＬベーリング 44,709.20

外用薬 7990707X8023 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

５ｍＬ２キット１組 ベリプラストＰ　コンビセット ＣＳＬベーリング 74,309.70

外用薬 7990707X8031 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

５ｍＬ２キット１組 ベリプラストＰ　コンビセット　組織
接着用

ＣＳＬベーリング 74,309.70

外用薬 7990710X1020 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

０．５ｍＬ４瓶１組 ボルヒール 化学及血清療法研
究所

8,479.60

外用薬 7990710X1039 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

０．５ｍＬ４瓶１組 ボルヒール組織接着用 化学及血清療法研
究所

8,479.60

外用薬 7990710X2027 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

１ｍＬ４瓶１組 ボルヒール 化学及血清療法研
究所

15,085.70

外用薬 7990710X2035 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

１ｍＬ４瓶１組 ボルヒール組織接着用 化学及血清療法研
究所

15,085.70

外用薬 7990710X3023 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

２ｍＬ４瓶１組 ボルヒール 化学及血清療法研
究所

27,475.20

外用薬 7990710X3031 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

２ｍＬ４瓶１組 ボルヒール組織接着用 化学及血清療法研
究所

27,475.20

外用薬 7990710X4020 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

３ｍＬ４瓶１組 ボルヒール 化学及血清療法研
究所

42,244.10

外用薬 7990710X4038 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

３ｍＬ４瓶１組 ボルヒール組織接着用 化学及血清療法研
究所

42,244.10

外用薬 7990710X5026 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

５ｍＬ４瓶１組 ボルヒール 化学及血清療法研
究所

70,793.50

外用薬 7990710X5034 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

５ｍＬ４瓶１組 ボルヒール組織接着用 化学及血清療法研
究所

70,793.50

外用薬 7990711X1025 フィブリノゲン配合剤 ９．５ｃｍ×４．８ｃ
ｍ１枚

タココンブ ＣＳＬベーリング 60,091.80

外用薬 7990711X1033 フィブリノゲン配合剤 ９．５ｃｍ×４．８ｃ
ｍ１枚

タココンブ組織接着用シート ＣＳＬベーリング 60,091.80

外用薬 7990711X2021 フィブリノゲン配合剤 ３．０ｃｍ×２．５ｃ
ｍ１枚

タココンブ ＣＳＬベーリング 15,922.50

外用薬 7990711X2030 フィブリノゲン配合剤 ３．０ｃｍ×２．５ｃ
ｍ１枚

タココンブ組織接着用シート ＣＳＬベーリング 15,922.50

外用薬 7990711X3028 フィブリノゲン配合剤 ４．８ｃｍ×４．８ｃ
ｍ１枚

タココンブ ＣＳＬベーリング 31,936.50

外用薬 7990711X3036 フィブリノゲン配合剤 ４．８ｃｍ×４．８ｃ
ｍ１枚

タココンブ組織接着用シート ＣＳＬベーリング 31,936.50

外用薬 7990712S1022 ニコチン （１７．５ｍｇ）１０
ｃ㎡１枚

ニコチネルＴＴＳ１０ ノバルティス
ファーマ

343.60

外用薬 7990712S2029 ニコチン （３５ｍｇ）２０ｃ㎡
１枚

ニコチネルＴＴＳ２０ ノバルティス
ファーマ

361.70

外用薬 7990712S3025 ニコチン （５２．５ｍｇ）３０
ｃ㎡１枚

ニコチネルＴＴＳ３０ ノバルティス
ファーマ

387.70

外用薬 8114700J1023 塩酸モルヒネ １０ｍｇ１個 麻アンペック坐剤１０ｍｇ 大日本住友製薬 322.90
外用薬 8114700J2020 塩酸モルヒネ ２０ｍｇ１個 麻アンペック坐剤２０ｍｇ 大日本住友製薬 610.50
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外用薬 8114700J3026 塩酸モルヒネ ３０ｍｇ１個 麻アンペック坐剤３０ｍｇ 大日本住友製薬 874.20
外用薬 8121700X1012 塩酸コカイン １ｇ 局 麻塩酸コカイン 4,418.00
外用薬 8219700S5026 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 麻デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ ヤンセンファーマ 1926.20
外用薬 8219700S6022 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 麻デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ ヤンセンファーマ 3467.80
外用薬 8219700S7029 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 麻デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ ヤンセンファーマ 6538.90
外用薬 8219700S8025 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 麻デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍｇ ヤンセンファーマ 9356.60
外用薬 8219700S9021 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 麻デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍｇ ヤンセンファーマ 12047.70
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