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外用薬 1319703Q2086 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アゾテシン点眼液０．０２％ 参天製薬 後発品 84.80
外用薬 1319703Q2094 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズラビン点眼液０．０２％ 日本点眼薬研究所 後発品 84.80
外用薬 1319703Q2108 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズレン点眼液０．０２％「ニッ

トー」
日東メディック 後発品 84.80

外用薬 1319703Q2116 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズレン点眼液０．０２％「わかも
と」

わかもと製薬 後発品 84.80
外用薬 1319703Q2124 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ＡＺ点眼液０．０２％ ゼリア新薬工業 後発品 97.70
外用薬 1319706Q1075 ピレノキシン ０．００５％１ｍＬ

（溶解後の液として）
カタリンＫ点眼用０．００５％ 千寿製薬 12.50

外用薬 1319706Q1083 ピレノキシン ０．００５％１ｍＬ
（溶解後の液として）

ピレノキシン点眼用０．００５％
「ニットー」

日東メディック 後発品 6.70

外用薬 1319706Q2039 ピレノキシン ０．００５％１ｍＬ
（溶解後の液として）

カタリン点眼用０．００５％ 千寿製薬 12.50

外用薬 1319706Q3035 ピレノキシン ０．００５％５ｍＬ１
瓶

カリーユニ点眼液０．００５％ 参天製薬 後発品 63.70
外用薬 1319707Q2050 グリチルリチン酸二カリ

ウム
１％５ｍＬ１瓶 ノイボルミチン点眼液１％ 参天製薬 89.60

外用薬 1319708Q1090 グルタチオン ２％１ｍＬ タチオン点眼用２％ アステラス製薬 24.60
外用薬 1319709Q3020 コンドロイチン硫酸ナト

リウム
１％５ｍＬ１瓶 アイドロイチン１％点眼液 参天製薬 後発品 84.80

外用薬 1319709Q3039 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

１％５ｍＬ１瓶 コンドロン点眼液１％ 科研製薬 84.80

外用薬 1319709Q3047 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

１％５ｍＬ１瓶 ムコロイド点眼液１％ 日本点眼薬研究所 後発品 84.80

外用薬 1319709Q4027 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

３％５ｍＬ１瓶 アイドロイチン３％点眼液 参天製薬 後発品 89.70

外用薬 1319709Q4043 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

３％５ｍＬ１瓶 コンドロン点眼液３％ 科研製薬 89.70

外用薬 1319709Q4060 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

３％５ｍＬ１瓶 ムコロイド点眼液３％ 日本点眼薬研究所 後発品 84.80

外用薬 1319710Q2051 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ファルコバ点眼液０．０２％ キョーリンリメ
ディオ

後発品 84.80

外用薬 1319710Q2060 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ビタコバール点眼液０．０２％ 東亜薬品 後発品 84.80
外用薬 1319710Q2078 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 サンコバ点眼液０．０２％ 参天製薬 97.20
外用薬 1319710Q2086 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 コバラム点眼液０．０２％ 日本点眼薬研究所 後発品 84.80
外用薬 1319710Q2094 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ソフティア点眼液０．０２％ 千寿製薬 後発品 84.80
外用薬 1319714M1060 フラビンアデニンジヌク

レオチド
０．１％１ｇ フラビタン眼軟膏０．１％ トーアエイヨー 31.70

外用薬 1319714Q3056 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．０５％５ｍＬ１瓶 日点ＦＡ点眼液 日本点眼薬研究所 84.80

外用薬 1319714Q3099 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．０５％５ｍＬ１瓶 ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテン」 参天製薬 後発品 84.80

外用薬 1319714Q3102 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．０５％５ｍＬ１瓶 フラビタン点眼液０．０５％ トーアエイヨー 99.00

外用薬 1319714Q3110 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．０５％５ｍＬ１瓶 ＦＡＤ点眼液０．０５％「ニットー」 日東メディック 後発品 84.80

外用薬 1319715Q1031 ポリビニルアルコールヨ
ウ素

０．２％１ｍＬ ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 日本点眼薬研究所 22.20

外用薬 1319716Q3047 硫酸亜鉛 ０．０６％５ｍＬ１瓶 オフサチンクＴ 日東メディック 後発品 84.80
外用薬 1319716Q3055 硫酸亜鉛 ０．０６％５ｍＬ１瓶 オフサリンＰ点眼液０．０６％ 日本点眼薬研究所 後発品 84.80
外用薬 1319716Q4035 硫酸亜鉛 ０．２％５ｍＬ１瓶 サンチンク点眼液０．２％ 参天製薬 後発品 84.80
外用薬 1319717Q1065 クロモグリク酸ナトリウ

ム
１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ドルーミン点眼液 鶴原製薬 後発品 208.10

外用薬 1319717Q1170 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クモロールＰＦ点眼液２％ 日本点眼薬研究所 後発品 423.30
外用薬 1319717Q1189 クロモグリク酸ナトリウ

ム
１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 メインター点眼液２％ マイラン製薬 後発品 423.30

外用薬 1319717Q1197 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ミタヤク点眼液２％ キョーリンリメ
ディオ

後発品 208.10

外用薬 1319717Q1200 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ルゲオン点眼液２％ わかもと製薬 後発品 456.60
外用薬 1319717Q1219 クロモグリク酸ナトリウ

ム
１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 アルギノン点眼液２％ 東亜薬品 後発品 293.50

外用薬 1319717Q1227 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クモロール点眼液２％ ニッテン 後発品 414.30
外用薬 1319717Q1235 クロモグリク酸ナトリウ

ム
１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クールウェイ点眼液２％ 高田製薬 後発品 696.10

外用薬 1319717Q1243 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモリーク点眼液２％ テイカ製薬 後発品 255.70
外用薬 1319717Q1251 クロモグリク酸ナトリウ

ム
１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ノスラン点眼液２％ 科研製薬 後発品 563.10

外用薬 1319717Q1260 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 オフタルギー点眼液２％ 日新製薬（山形） 後発品 204.40
外用薬 1319717Q1278 クロモグリク酸ナトリウ

ム
１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモフェロン点眼液２％ 千寿製薬 後発品 302.80

外用薬 1319717Q1286 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 シズレミン点眼液２％ イセイ 後発品 171.80
外用薬 1319717Q1294 クロモグリク酸ナトリウ

ム
１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 トーワタール点眼液２％ 東和薬品 後発品 229.10

外用薬 1319717Q1308 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 インタール点眼液２％ アステラス製薬 782.20
外用薬 1319717Q2029 クロモグリク酸ナトリウ

ム
７ｍｇ０．３５ｍＬ１
個

インタール点眼液ＵＤ アステラス製薬 31.60
外用薬 1319717Q2037 クロモグリク酸ナトリウ

ム
７ｍｇ０．３５ｍＬ１
個

インタール点眼液ＵＤ２％ アステラス製薬 31.60
外用薬 1319718Q1060 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ リゾティア点眼液０．５％ 千寿製薬 後発品 21.20
外用薬 1319718Q1078 塩化リゾチーム ０．５％１ｍＬ ムコゾーム点眼液０．５％ 参天製薬 後発品 21.20
外用薬 1319719M1046 アシクロビル ３％１ｇ ゾビラックス眼軟膏３％ グラクソ・スミス

クライン
641.10

外用薬 1319719M1054 アシクロビル ３％１ｇ ビルレクス眼軟膏３％ 日本点眼薬研究所 後発品 534.90
外用薬 1319720Q1024 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ヒーロン エイエムオー・

ジャパン
7,679.60

外用薬 1319720Q1083 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 プロビスク０．４眼粘弾剤１％ 日本アルコン 後発品 4,207.00
外用薬 1319720Q1091 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ヒーロン０．４眼粘弾剤１％ エイエムオー・

ジャパン
7,679.60

外用薬 1319720Q2063 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．５ｍＬ１筒 オペリード０．５眼粘弾剤１％ 資生堂 後発品 6,650.10
外用薬 1319720Q3060 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアール点眼液０．１ キョーリンリメ

ディオ
後発品 216.90

外用薬 1319720Q3078 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアレイン点眼液０．１％ 参天製薬 475.90
外用薬 1319720Q3086 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 アイケア点眼液０．１％ 科研製薬 後発品 336.80
外用薬 1319720Q3094 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアロンサン点眼液０．１％ 東亜薬品 後発品 328.40
外用薬 1319720Q3108 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ティアバランス点眼液０．１％ 千寿製薬 後発品 348.10
外用薬 1319720Q4031 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％０．４ｍＬ１

個
ヒアレインミニ点眼液０．１％ 参天製薬 17.20

外用薬 1319720Q5038 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１
個

ヒアレインミニ点眼液０．３％ 参天製薬 24.50
外用薬 1319720Q6034 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．７ｍＬ１筒 ハイビスコ 昭和薬品化工 後発品 4,511.30
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外用薬 1319720Q6077 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．７ｍＬ１筒 オペガンハイ０．７眼粘弾剤１％ 生化学工業 後発品 8,542.50
外用薬 1319720Q6085 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．７ｍＬ１筒 プロビスク０．７眼粘弾剤１％ 日本アルコン 後発品 4,207.00
外用薬 1319720Q7022 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒーロン０．６ エイエムオー・

ジャパン
7,679.60

外用薬 1319720Q7111 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペガン０．６眼粘弾剤１％ 生化学工業 8,477.50
外用薬 1319720Q7120 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペリード０．６眼粘弾剤１％ 資生堂 後発品 6,738.00
外用薬 1319720Q7138 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルオペ０．６眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 後発品 3,358.10
外用薬 1319720Q7146 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒーロン０．６眼粘弾剤１％ エイエムオー・

ジャパン
7,679.60

外用薬 1319720Q8029 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒーロン エイエムオー・
ジャパン

8,542.50

外用薬 1319720Q8053 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ハイビスコ０．８５ 昭和薬品化工 後発品 5,269.00
外用薬 1319720Q8070 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ビスコキング０．８５ 昭和薬品化工 後発品 5,269.00
外用薬 1319720Q8134 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％ 生化学工業 後発品 8,542.50
外用薬 1319720Q8142 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ 資生堂 後発品 6,738.00
外用薬 1319720Q8150 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ピオネス０．８５眼粘弾剤１％ 大洋薬品工業 後発品 3,937.20
外用薬 1319720Q8169 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒアガード０．８５眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 後発品 3,391.80
外用薬 1319720Q8177 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 プロビスク０．８５眼粘弾剤１％ 日本アルコン 後発品 4,207.00
外用薬 1319720Q8185 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒーロン０．８５眼粘弾剤１％ エイエムオー・

ジャパン
8,542.50

外用薬 1319720Q9041 ヒアルロン酸ナトリウム １％１．１ｍＬ１筒 オペガン１．１眼粘弾剤１％ 生化学工業 9,270.40
外用薬 1319720Q9050 ヒアルロン酸ナトリウム １％１．１ｍＬ１筒 オペリード１．１眼粘弾剤１％ 資生堂 後発品 6,836.20
外用薬 1319720Y1024 ヒアルロン酸ナトリウム ２．３％０．６ｍＬ１

筒
ヒーロンＶ０．６ エイエムオー・

ジャパン
10,932.30

外用薬 1319720Y1032 ヒアルロン酸ナトリウム ２．３％０．６ｍＬ１
筒

ヒーロンＶ０．６眼粘弾剤２．３％ エイエムオー・
ジャパン

10,932.30

外用薬 1319721Q1037 インドメタシン ０．５％１ｍＬ インドメロール点眼液０．５％ 千寿製薬 137.00
外用薬 1319722M1048 オフロキサシン ０．３％１ｇ オフロキシン眼軟膏０．３％ 東亜薬品 後発品 86.30
外用薬 1319722M1056 オフロキサシン ０．３％１ｇ タリビッド眼軟膏０．３％ 参天製薬 129.90
外用薬 1319722Q1031 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オーハラキシン点眼液０．３％ 大原薬品工業 後発品 57.00
外用薬 1319722Q1040 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ キサトロン点眼液０．３％ 昭和薬品化工 後発品 57.00
外用薬 1319722Q1058 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オプール点眼液０．３％ メディサ新薬 後発品 62.20
外用薬 1319722Q1066 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オルカビット点眼液０．３％ シオノケミカル 後発品 48.50
外用薬 1319722Q1074 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリフロン点眼液０．３％ 東和薬品 後発品 48.50
外用薬 1319722Q1082 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ ファルキサシン点眼液０．３％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 44.60

外用薬 1319722Q1090 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキシン点眼液０．３％ 東亜薬品 後発品 72.70
外用薬 1319722Q1104 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ リビゲット点眼液０．３％ 長生堂製薬 後発品 50.50
外用薬 1319722Q1112 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサット点眼液０．３％ 日医工 後発品 57.00
外用薬 1319722Q1120 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリキサシン点眼液０．３％ 日新製薬（山形） 後発品 46.80
外用薬 1319722Q1139 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリザート点眼液０．３％ 大正薬品工業 後発品 46.80
外用薬 1319722Q1147 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ マロメール点眼液０．３％ 大興製薬 後発品 62.20
外用薬 1319722Q1155 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフテクター点眼液０．３％ 富士薬品 後発品 74.60
外用薬 1319722Q1163 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリビッド点眼液０．３％ 参天製薬 119.90
外用薬 1319722Q2020 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシンゲル化点眼液０．３％

「わかもと」
わかもと製薬 後発品 86.30

外用薬 1319723Q1010 イドクスウリジン ０．１％１ｍＬ 局 イドクスウリジン点眼液 108.30
外用薬 1319724Q1103 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン点眼液０．１％「わ

かもと」
わかもと製薬 後発品 25.00

外用薬 1319724Q1111 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ルポック点眼液０．１％ キョーリンリメ
ディオ

後発品 27.40

外用薬 1319724Q1120 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ニフラン点眼液０．１％ 千寿製薬 51.60
外用薬 1319724Q1138 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ハオプラ点眼液０．１％ 日本点眼薬研究所 後発品 27.40
外用薬 1319724Q1146 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ムルキナ点眼液０．１％ 日東メディック 後発品 27.40
外用薬 1319724Q1154 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プロラノン点眼液０．１％ 参天製薬 後発品 32.30
外用薬 1319724Q1162 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ バルライザー点眼液０．１％ 日新製薬（山形） 後発品 25.00
外用薬 1319725Q1035 アンレキサノクス １２．５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
エリックス点眼液０．２５％ 千寿製薬 869.50

外用薬 1319726Q1099 ジクロフェナクナトリウ
ム

０．１％１ｍＬ ジクロスターＰＦ点眼液０．１％ 日本点眼薬研究所 後発品 54.70
外用薬 1319726Q1102 ジクロフェナクナトリウ

ム
０．１％１ｍＬ ジクロード点眼液０．１％ わかもと製薬 98.20

外用薬 1319726Q1110 ジクロフェナクナトリウ
ム

０．１％１ｍＬ ジクロスター点眼液０．１％ ニッテン 後発品 49.30
外用薬 1319726Q1129 ジクロフェナクナトリウ

ム
０．１％１ｍＬ ジクロフェナック点眼液０．１％ 東亜薬品 後発品 54.70

外用薬 1319726Q1137 ジクロフェナクナトリウ
ム

０．１％１ｍＬ ベギータ点眼液０．１％ シオノケミカル 後発品 49.30
外用薬 1319726Q1145 ジクロフェナクナトリウ

ム
０．１％１ｍＬ スタフルミン点眼液０．１％ 昭和薬品化工 後発品 49.30

外用薬 1319726Q1153 ジクロフェナクナトリウ
ム

０．１％１ｍＬ ボナフェック点眼液０．１％ 日新製薬（山形） 後発品 36.30
外用薬 1319727Q1085 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ マリオットン点眼液 鶴原製薬 後発品 38.20
外用薬 1319727Q1131 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ フロバール点眼液０．３％ マイラン製薬 後発品 75.60
外用薬 1319727Q1140 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ノキサシン点眼液０．３％ わかもと製薬 後発品 75.60
外用薬 1319727Q1158 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ノフロ点眼液０．３％ 日医工 122.70
外用薬 1319727Q1166 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ミタトニン点眼液０．３％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 64.80

外用薬 1319727Q1174 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ バクシダール点眼液０．３％ 杏林製薬 122.70
外用薬 1319727Q1182 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ノフロキサン点眼液０．３％ 日医工ファーマ 後発品 43.30
外用薬 1319727Q1190 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ バクファミル点眼液０．３％ 日新製薬（山形） 後発品 50.60
外用薬 1319727Q1204 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ビスコレット点眼液０．３％ 富士薬品 後発品 56.90
外用薬 1319727Q1212 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ マリオットン点眼液０．３％ 鶴原製薬 後発品 38.20
外用薬 1319730Q1010 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
フマル酸ケトチフェン３．４５ｍｇ５
ｍＬ点眼液

後発品 161.20

外用薬 1319730Q1109 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ザルチフェン点眼液 長生堂製薬 後発品 264.80
外用薬 1319730Q1176 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
マゴチフェン点眼液 鶴原製薬 後発品 236.30

外用薬 1319730Q1206 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

セキトン点眼液０．０５％ キョーリンリメ
ディオ

後発品 222.80

外用薬 1319730Q1214 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

フサコール点眼液０．０５％ メディサ新薬 後発品 455.50
外用薬 1319730Q1222 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
ケトチフェンＰＦ点眼液０．０５％
「日点」

日本点眼薬研究所 後発品 470.90
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外用薬 1319730Q1230 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ケトチフェン点眼液０．０５％「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 264.80

外用薬 1319730Q1249 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ザジテン点眼液０．０５％ ノバルティス
ファーマ

807.30

外用薬 1319730Q1257 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

フマルトン点眼液０．０５％ ニッテン 後発品 420.70
外用薬 1319730Q1265 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
フマルフェン点眼液０．０５％ 日医工 後発品 256.80

外用薬 1319730Q1273 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ケトチフェン点眼液０．０５％「ＴＹ
Ｋ」

大正薬品工業 後発品 236.30

外用薬 1319730Q1281 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ケトテン点眼液０．０５％ 沢井製薬 後発品 330.00
外用薬 1319730Q1290 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
スプデル点眼液０．０５％ 東和薬品 後発品 236.30

外用薬 1319730Q1303 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ニチカード点眼液０．０５％ 日新製薬（山形） 後発品 192.10
外用薬 1319730Q1311 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
ケトチフェン点眼液０．０５％「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 264.80
外用薬 1319730Q1320 フマル酸ケトチフェン ３．４５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
マゴチフェン点眼液０．０５％ 鶴原製薬 後発品 236.30

外用薬 1319730Q2024 フマル酸ケトチフェン ０．２７６ｍｇ０．４
ｍＬ１個

ザジテン点眼液ＵＤ０．０５％ ノバルティス
ファーマ

32.90

外用薬 1319731Q1030 オキシグルタチオン ０．４６％１０ｍＬ１
瓶（希釈液付）

ビーエスエスプラス２５０眼灌流液
０．０１８４％

日本アルコン 4,513.00

外用薬 1319731Q2045 オキシグルタチオン ０．４６％２０ｍＬ１
瓶（希釈液付）

ビーエスエスプラス５００眼灌流液
０．０１８４％

日本アルコン 4,513.00

外用薬 1319731Q4030 オキシグルタチオン ５００ｍＬ１キット オペガードネオキット眼灌流液０．０
１８４％

千寿製薬 後発品 4,516.90

外用薬 1319732Q1035 イソプロピルウノプロス
トン

０．１２％１ｍＬ レスキュラ点眼液０．１２％ アールテック・ウ
エノ

398.40

外用薬 1319732Q1043 イソプロピルウノプロス
トン

０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液
０．１２％「ＴＳ」

テイカ製薬 後発品 289.40

外用薬 1319732Q1051 イソプロピルウノプロス
トン

０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液
０．１２％「サワイ」

沢井製薬 後発品 289.40

外用薬 1319732Q1060 イソプロピルウノプロス
トン

０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液
０．１２％「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 289.40

外用薬 1319732Q1078 イソプロピルウノプロス
トン

０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストンＰＦ点眼
液０．１２％「日点」

日本点眼薬研究所 後発品 289.40

外用薬 1319733Q1048 塩酸ベタキソロール ０．５％１ｍＬ ベタキール０．５％点眼液 メディサ新薬 後発品 279.10
外用薬 1319733Q1064 塩酸ベタキソロール ０．５％１ｍＬ ベトプティック　エス懸濁性点眼液

０．５％
日本アルコン 411.50

外用薬 1319733Q1072 塩酸ベタキソロール ０．５％１ｍＬ ベトプティック点眼液０．５％ 日本アルコン 411.50
外用薬 1319733Q1080 塩酸ベタキソロール ０．５％１ｍＬ ベタキソン点眼液０．５％ 日本点眼薬研究所 後発品 279.10
外用薬 1319734Q1042 塩酸ロメフロキサシン ０．３％１ｍＬ ロメフロン点眼液０．３％ 千寿製薬 130.00
外用薬 1319734Q2030 塩酸ロメフロキサシン ０．３％０．５ｍＬ１

個
ロメフロンミニムス眼科耳科用液０．
３％

千寿製薬 40.40

外用薬 1319735Q1047 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 アラジオフ点眼液０．１％ キョーリンリメ
ディオ

後発品 542.40

外用薬 1319735Q1055 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ペミリドン点眼液０．１％ テイカ製薬 後発品 483.10
外用薬 1319735Q1063 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ペミラストン点眼液０．１％ アルフレッサ

ファーマ
743.20

外用薬 1319735Q1071 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 アレギサール点眼液０．１％ 参天製薬 858.50
外用薬 1319736Q1041 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 アレニスト点眼液０．５％ 東亜薬品 後発品 651.20
外用薬 1319736Q1050 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ガレシロール点眼液０．５％ シオノケミカル 後発品 596.90
外用薬 1319736Q1068 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラメラスＰＦ点眼液０．５％ 日本点眼薬研究所 715.20
外用薬 1319736Q1076 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 リザベン点眼液０．５％ キッセイ薬品工業 777.30
外用薬 1319736Q1084 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラメラス点眼液０．５％ ニッテン 651.20
外用薬 1319736Q1092 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 後発品 596.90
外用薬 1319736Q1106 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 596.90

外用薬 1319737Q1038 塩酸アプラクロニジン １％０．１ｍＬ１個 アイオピジンＵＤ点眼液１％ 日本アルコン 703.50
外用薬 1319738Q1024 塩酸ドルゾラミド ０．５％１ｍＬ トルソプト点眼液０．５％ 萬有製薬 199.50
外用薬 1319738Q2020 塩酸ドルゾラミド １％１ｍＬ トルソプト点眼液１％ 萬有製薬 290.50
外用薬 1319739Q1029 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ キサラタン点眼液 ファイザー 928.50
外用薬 1319739Q1037 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ キサラタン点眼液０．００５％ ファイザー 928.50
外用薬 1319740Q1048 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラノール点眼液０．２５％ テイカ製薬 380.30
外用薬 1319740Q1056 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ 興和 417.70
外用薬 1319740Q1064 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％「Ｔ

ＯＡ」
東亜薬品 後発品 310.60

外用薬 1319740Q1072 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 274.70

外用薬 1319740Q1080 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％
「ニッテン」

ニッテン 後発品 310.60

外用薬 1319740Q1099 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロールＰＦ点眼液０．２５％
「日点」

日本点眼薬研究所 後発品 316.20

外用薬 1319740Q1102 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％「わ
かもと」

わかもと製薬 後発品 316.20

外用薬 1319741Q1042 イブジラスト ０．５ｍｇ５ｍＬ１瓶 アイビナール点眼液０．０１％ 萬有製薬 960.50
外用薬 1319741Q1050 イブジラスト ０．５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケタス点眼液０．０１％ 杏林製薬 950.20
外用薬 1319742Q1039 レボフロキサシン ０．５％１ｍＬ クラビット点眼液０．５％ 参天製薬 138.10
外用薬 1319743Q1033 ブロムフェナクナトリウ

ム水和物
０．１％１ｍＬ ブロナック点眼液０．１％ 千寿製薬 121.70

外用薬 1319744Q1020 塩酸レボブノロール ０．５％１ｍＬ ミロル点眼液０．５％ 杏林製薬 458.40
外用薬 1319744Q1038 塩酸レボブノロール ０．５％１ｍＬ レボブノロール塩酸塩点眼液０．５％

「ニッテン」
ニッテン 後発品 350.90

外用薬 1319745Q1024 アシタザノラスト水和物 ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゼペリン点眼液０．１％ わかもと製薬 898.10
外用薬 1319746Q1029 塩酸レボカバスチン ０．０２５％１ｍＬ リボスチン点眼液０．０２５％ ヤンセンファーマ 157.90
外用薬 1319746Q1037 塩酸レボカバスチン ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％

「ＴＳ」
テイカ製薬 後発品 120.00

外用薬 1319746Q1045 塩酸レボカバスチン ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％
「サワイ」

沢井製薬 後発品 114.10

外用薬 1319746Q1053 塩酸レボカバスチン ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２
５％「ＴＯＡ」

東亜薬品 後発品 120.00

外用薬 1319746Q1061 塩酸レボカバスチン ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２
５％「三和」

三和化学研究所 後発品 114.10
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外用薬 1319746Q1070 塩酸レボカバスチン ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２
５％「わかもと」

わかもと製薬 後発品 120.00

外用薬 1319746Q1088 塩酸レボカバスチン ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％
「イセイ」

イセイ 後発品 114.10

外用薬 1319747Q1023 塩酸ブナゾシン ０．０１％１ｍＬ デタントール０．０１％点眼液 参天製薬 306.50
外用薬 1319748Q1036 ブリンゾラミド １％１ｍＬ エイゾプト懸濁性点眼液１％ 日本アルコン 438.60
外用薬 1319749Q1030 ガチフロキサシン水和物 ０．３％１ｍＬ ガチフロ点眼液０．３％ 千寿製薬 125.60
外用薬 1319750Q1025 シクロスポリン ０．１％０．４ｍＬ１

個
パピロックミニ点眼液０．１％ 参天製薬 203.10

外用薬 1319751Q1020 トシル酸トスフロキサシ
ン

０．３％１ｍＬ オゼックス点眼液０．３％ 富山化学工業 149.40
外用薬 1319751Q1038 トシル酸トスフロキサシ

ン
０．３％１ｍＬ トスフロ点眼液０．３％ 日東メディック 149.40

外用薬 1319752Q1024 塩酸オロパタジン ０．１％１ｍＬ パタノール点眼液０．１％ 日本アルコン 195.00
外用薬 1319753Q1029 塩酸モキシフロキサシン ０．５％１ｍＬ ベガモックス点眼液０．５％ 日本アルコン 126.90
外用薬 1319754Q1023 トラボプロスト ０．００４％１ｍＬ トラバタンズ点眼液０．００４％ 日本アルコン 981.80
外用薬 1319755Q1028 タクロリムス水和物 ０．１％５ｍＬ１瓶 タリムス点眼液０．１％ 千寿製薬 9,383.20
外用薬 1319756Q1022 タフルプロスト ０．００１５％１ｍＬ タプロス点眼液０．００１５％ 参天製薬 957.80
外用薬 1319757Q1027 ビマトプロスト ０．０３％１ｍＬ ルミガン点眼液０．０３％ 千寿製薬 935.10
外用薬 1319800M1023 ラクトビオン酸エリスロ

マイシン・コリスチンメ
タンスルホン酸ナトリウ

１ｇ エコリシン眼軟膏 参天製薬 35.10

外用薬 1319800M1040 ラクトビオン酸エリスロ
マイシン・コリスチンメ
タンスルホン酸ナトリウ

１ｇ エリコリ眼軟膏Ｔ 日東メディック 後発品 33.00

外用薬 1319801Q1020 ラクトビオン酸エリスロ
マイシン・コリスチンメ
タンスルホン酸ナトリウ

１ｍＬ エコリシン点眼液 参天製薬 25.70

外用薬 1319801Q1062 ラクトビオン酸エリスロ
マイシン・コリスチンメ
タンスルホン酸ナトリウ

１ｍＬ 点眼用エリコリＴ 日東メディック 後発品 13.70

外用薬 1319802Q2020 クロラムフェニコール・
コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

５ｍＬ１瓶 オフサロン点眼液 わかもと製薬 後発品 84.80

外用薬 1319802Q2039 クロラムフェニコール・
コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

５ｍＬ１瓶 コリナコール点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 84.80

外用薬 1319802Q2047 クロラムフェニコール・
コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

５ｍＬ１瓶 コリマイＣ点眼液 科研製薬 後発品 108.10

外用薬 1319803Q1037 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・塩酸ナファゾリ

１ｍＬ コンドロンナファ点眼液１％ 科研製薬 8.80

外用薬 1319804Q1031 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・塩酸ナファゾリ

１ｍＬ コンドロンナファ点眼液３％ 科研製薬 10.90

外用薬 1319807M1025 硫酸フラジオマイシン・
メチルプレドニゾロン

１ｇ ネオメドロールＥＥ軟膏 ファイザー 55.80

外用薬 1319808Q2036 ホウ酸・無機塩類配合剤 ５ｍＬ１瓶 人工涙液マイティア点眼液 千寿製薬 84.80
外用薬 1319809X2043 ネオスチグミン・無機塩

類配合剤
５ｍＬ１瓶 ミオピン点眼液 参天製薬 86.50

外用薬 1319809X2051 ネオスチグミン・無機塩
類配合剤

５ｍＬ１瓶 マイピリン点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 84.80

外用薬 1319810Q1029 トロピカミド・塩酸フェ
ニレフリン

１ｍＬ オフミック点眼液 わかもと製薬 後発品 24.30

外用薬 1319810Q1053 トロピカミド・塩酸フェ
ニレフリン

１ｍＬ ミドリンＰ点眼液 参天製薬 30.00

外用薬 1319810Q1061 トロピカミド・塩酸フェ
ニレフリン

１ｍＬ サンドールＰ点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 27.90

外用薬 1319811Q2020 フラビンアデニンジヌク
レオチドナトリウム・コ
ンドロイチン硫酸ナトリ

５ｍＬ１瓶 ムコファジン点眼液 わかもと製薬 84.80

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
ンドロイチン硫酸ナトリ

５ｍＬ１瓶 ムコティア点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 84.80

外用薬 1319812M1026 硫酸フラジオマイシン・
リン酸ベタメタゾンナト
リウム

１ｇ 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 塩野義製薬 73.00

外用薬 1319813Q1049 硫酸フラジオマイシン・
リン酸ベタメタゾンナト
リウム

１ｍＬ 点眼・点鼻用リンデロンＡ液 塩野義製薬 85.20

外用薬 1319813Q1057 硫酸フラジオマイシン・
リン酸ベタメタゾンナト
リウム

１ｍＬ ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 日本点眼薬研究所 後発品 39.60

外用薬 1319814Q1035 ブドウ糖・無機塩類配合
剤

２０ｍＬ１管 オペガードＭＡ眼灌流液 千寿製薬 646.80
外用薬 1319814Q4026 ブドウ糖・無機塩類配合

剤
３００ｍＬ１袋 オペガードＭＡ眼灌流液 千寿製薬 2,157.30

外用薬 1319814Q5022 ブドウ糖・無機塩類配合
剤

５００ｍＬ１袋 オペガードＭＡ眼灌流液 千寿製薬 2,198.50
外用薬 1319816Q1034 ヒアルロン酸ナトリウ

ム・コンドロイチン硫酸
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 後発品 6,574.20

外用薬 1324700Q1035 塩酸オキシメタゾリン ０．０５％１ｍＬ ナシビン点鼻・点眼液０．０５％ 佐藤製薬 4.40
外用薬 1324701R1027 塩酸テトラヒドロゾリン ０．１％１ｍＬ ＡＢＣスプレー 原沢製薬工業 3.40
外用薬 1324701R1035 塩酸テトラヒドロゾリン ０．１％１ｍＬ テトラヒドロゾリン鼻用スプレー０．

１％「ミナト」
原沢製薬工業 3.40

外用薬 1324702Q1034 塩酸トラマゾリン ０．１１８％１ｍＬ トーク点鼻液０．１１８％ アルフレッサ
ファーマ

7.40

外用薬 1324703Q1039 硝酸テトラヒドロゾリン ０．１％１ｍＬ ナーベル点鼻・点眼液０．１％ 日東メディック 4.90
外用薬 1324704Q1033 硝酸ナファゾリン ０．０５％１ｍＬ プリビナ液０．０５％ ノバルティス

ファーマ
4.70

外用薬 1325701Q1029 クロラムフェニコール ５ｍｇ１ｍＬ クロロマイセチン耳科用 第一三共 22.80
外用薬 1325701Q1037 クロラムフェニコール ５ｍｇ１ｍＬ クロロマイセチン耳科用液０．５％ 第一三共 22.80
外用薬 1325702Q1040 塩酸セフメノキシム １０ｍｇ１ｍＬ（溶解

後の液として）
ベストロン耳鼻科用１％ 千寿製薬 97.70
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