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外用薬 1325703Q1036 ホスホマイシンナトリウ
ム

３０ｍｇ１ｍＬ（溶解
後の液として）

ホスミシンＳ耳科用３％ 明治製菓 97.80

外用薬 1329700Q1058 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

ドルーミン点鼻液 鶴原製薬 後発品 302.20

外用薬 1329700Q1139 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

メインター点鼻液２％ マイラン製薬 後発品 433.50

外用薬 1329700Q1147 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

ミタヤク点鼻液２％ キョーリンリメ
ディオ

後発品 338.50

外用薬 1329700Q1155 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

クモロール点鼻液２％ 日本点眼薬研究所 後発品 338.50

外用薬 1329700Q1163 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

ノスラン点鼻液２％ 科研製薬 後発品 600.70

外用薬 1329700Q1180 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

シオミスト点鼻液２％ シオノケミカル 後発品 338.50

外用薬 1329700Q1198 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

トーワタール点鼻液２％ 東和薬品 後発品 349.70

外用薬 1329700Q1201 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

ルゲオン点鼻液２％ 協和新薬 後発品 349.70

外用薬 1329700Q1210 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

インタール点鼻液２％ アステラス製薬 920.20

外用薬 1329702A1032 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

５０μｇ１カプセル リノコートカプセル外用５０μｇ 帝人ファーマ 42.30

外用薬 1329702A1040 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

５０μｇ１カプセル リノコートカプセル鼻用５０μｇ 帝人ファーマ 42.30

外用薬 1329702R3039 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

ナナドラネーザル ハイゾン製薬 後発品 554.60

外用薬 1329702R3047 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

アルロイヤーネーザル 大正薬品工業 後発品 804.20

外用薬 1329702R3101 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

アルベゾン点鼻液０．１％ 大洋薬品工業 後発品 374.10

外用薬 1329702R3110 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

ナイスピー点鼻液５０μｇ 東興薬品工業 後発品 637.50

外用薬 1329702R3128 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

ベクローゼ点鼻液０．１％ 日本点眼薬研究所 後発品 335.30

外用薬 1329702R3136 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

エスペタット点鼻液０．１％ 陽進堂 後発品 398.30

外用薬 1329702R3144 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

アルデシンＡＱネーザル５０μｇ シェリング・プラ
ウ

後発品 849.10

外用薬 1329702R3152 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

タウナスアクアスプレー点鼻５０μｇ 共和薬品工業 後発品 441.20

外用薬 1329702R3160 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

ペンブリンＡＱネーザル５０μｇ メディサ新薬 後発品 441.20

外用薬 1329702R3179 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

アルロイヤー点鼻液５０μｇ 大正薬品工業 後発品 804.20

外用薬 1329702R3187 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

ナナドラＡＱネーザル５０μｇ ハイゾン製薬 後発品 554.60

外用薬 1329702R5031 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

９．３７５ｍｇ７．５
ｇ１瓶

マイリー点鼻液０．１２５％ マイラン製薬 後発品 507.10

外用薬 1329702R7026 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

１．５０ｍｇ０．９０
８７ｇ１瓶

リノコートパウダースプレー鼻用 帝人ファーマ 1,277.30

外用薬 1329702R7034 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

１．５０ｍｇ０．９０
８７ｇ１瓶

ベクロメタゾン鼻用パウダー２５μｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 883.00

外用薬 1329702R7042 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

１．５０ｍｇ０．９０
８７ｇ１瓶

リノコートパウダースプレー鼻用２５
μｇ

帝人ファーマ 1,277.30

外用薬 1329704Q1030 アンレキサノクス ０．２５％８ｍＬ１瓶 ソルファ点鼻液０．２５％ 武田薬品工業 886.40
外用薬 1329705Q1026 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ

１瓶
ザジテン点鼻液 ノバルティス

ファーマ
867.20

外用薬 1329705Q1093 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

ザルチフェン点鼻液 長生堂製薬 後発品 305.30

外用薬 1329705Q1158 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

マゴチフェン点鼻液 鶴原製薬 後発品 305.30

外用薬 1329705Q1190 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

エレクター点鼻液０．０５％ マイラン製薬 後発品 459.40

外用薬 1329705Q1204 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

セキトン点鼻液０．０５５％ キョーリンリメ
ディオ

後発品 277.20

外用薬 1329705Q1212 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

ケトチフェン点鼻液０．０５％「ＴＯ
Ａ」

東亜薬品 後発品 489.00

外用薬 1329705Q1220 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

フマルトン点鼻液０．０５％ 日本点眼薬研究所 後発品 341.40

外用薬 1329705Q1239 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

ケトチフェン点鼻液０．０５％「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 341.40

外用薬 1329705Q1247 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

ケトチフェンネーザル０．０５％「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 305.30

外用薬 1329705Q1255 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

ケトテン点鼻液０．０５％ 沢井製薬 後発品 419.40

外用薬 1329705Q1263 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

スプデル点鼻液０．０５％ 東和薬品 後発品 359.00

外用薬 1329705Q1271 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

フサコール点鼻液０．０５％ メディサ新薬 後発品 419.40

外用薬 1329705Q1280 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

ケトチフェン点鼻液０．０５％「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 305.30

外用薬 1329705Q1298 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

ザジテン点鼻液０．０５％ ノバルティス
ファーマ

867.20

外用薬 1329705Q1301 フマル酸ケトチフェン ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

マゴチフェン点鼻液０．０５％ 鶴原製薬 後発品 305.30

外用薬 1329706Q1039 オフロキサシン ３ｍｇ１ｍＬ タリビッド耳科用液０．３％ 第一三共 126.40
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 後発品 91.60
外用薬 1329707Q1041 プロピオン酸フルチカゾ

ン
２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

キリガミール点鼻液５０μｇ２８噴霧
用

寿製薬 後発品 611.00
外用薬 1329707Q1050 プロピオン酸フルチカゾ

ン
２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

スカイロン点鼻液５０μｇ２８噴霧用 東興薬品工業 後発品 667.90
外用薬 1329707Q1068 プロピオン酸フルチカゾ

ン
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 後発品 581.90
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外用薬 1329707Q1076 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワ
イ」２８噴霧用

メディサ新薬 後発品 588.70

外用薬 1329707Q1092 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トー
ワ」２８噴霧用

東和薬品 後発品 611.00

外用薬 1329707Q1106 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカノーズ点鼻液５０μｇ　２８
噴霧用

ハイゾン製薬 後発品 626.40

外用薬 1329707Q1114 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

プロチカゾン点鼻液５０μｇ２８噴霧
用

日医工 後発品 515.10
外用薬 1329707Q1122 プロピオン酸フルチカゾ

ン
２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０
μｇ「ＣＨ」２８噴霧用

長生堂製薬 後発品 452.90

外用薬 1329707Q1130 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０
μｇ「ＰＨ」２８噴霧用

キョーリンリメ
ディオ

後発品 576.90

外用薬 1329707Q1149 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０
μｇ「タイヨー」２８噴霧用

大洋薬品工業 後発品 470.70

外用薬 1329707Q1165 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フロラーズ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 日本臓器製薬 後発品 692.20
外用薬 1329707Q1173 プロピオン酸フルチカゾ

ン
２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

ミリカレット点鼻液５０μｇ２８噴霧
用

大正薬品工業 後発品 654.40
外用薬 1329707Q1181 プロピオン酸フルチカゾ

ン
２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 グラクソ・スミス
クライン

891.90

外用薬 1329707Q1190 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「イセ
イ」２８噴霧用

イセイ 後発品 515.10

外用薬 1329707Q1203 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０
μｇ「マイラン」２８噴霧用

マイラン製薬 後発品 598.40

外用薬 1329707Q1211 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

ファビ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 三和化学研究所 後発品 611.00
外用薬 1329707Q1220 プロピオン酸フルチカゾ

ン
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 後発品 515.10

外用薬 1329707Q1238 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾンプロピオン酸エステル点
鼻液５０μｇ「日医工」２８噴霧用

日医工 後発品 515.10

外用薬 1329707Q2030 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６
噴霧用

グラクソ・スミス
クライン

892.60

外用薬 1329707Q2048 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用
「アメル」５６噴霧用

共和薬品工業 後発品 654.60

外用薬 1329707Q2056 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用
「イセイ」５６噴霧用

イセイ 後発品 584.00

外用薬 1329707Q2064 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用
「サワイ」５６噴霧用

メディサ新薬 後発品 628.40

外用薬 1329707Q2072 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾンプロピオン酸エステル点
鼻液２５μｇ小児用「ＰＨ」５６噴霧

キョーリンリメ
ディオ

後発品 628.40

外用薬 1329707Q2080 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用
「日医工」５６噴霧用

日医工ファーマ 後発品 654.60

外用薬 1329707Q3028 プロピオン酸フルチカゾ
ン

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ファビ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 三和化学研究所 後発品 1,218.20
外用薬 1329707Q3036 プロピオン酸フルチカゾ

ン
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 後発品 1,116.40

外用薬 1329707Q3044 プロピオン酸フルチカゾ
ン

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「イセ
イ」５６噴霧用

イセイ 後発品 802.50

外用薬 1329707Q3052 プロピオン酸フルチカゾ
ン

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 グラクソ・スミス
クライン

1,766.70

外用薬 1329707Q3060 プロピオン酸フルチカゾ
ン

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０
μｇ「ＰＨ」５６噴霧用

キョーリンリメ
ディオ

後発品 1,157.30

外用薬 1329707Q3079 プロピオン酸フルチカゾ
ン

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ミリカレット点鼻液５０μｇ５６噴霧
用

大正薬品工業 後発品 1,297.10
外用薬 1329707Q3095 プロピオン酸フルチカゾ

ン
４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

スカイロン点鼻液５０μｇ５６噴霧用 東興薬品工業 後発品 1,323.50
外用薬 1329707Q3109 プロピオン酸フルチカゾ

ン
４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フルチカノーズ点鼻液５０μｇ　５６
噴霧用

ハイゾン製薬 後発品 1,218.20

外用薬 1329707Q3117 プロピオン酸フルチカゾ
ン

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワ
イ」５６噴霧用

メディサ新薬 後発品 1,157.30

外用薬 1329707Q3125 プロピオン酸フルチカゾ
ン

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トー
ワ」５６噴霧用

東和薬品 後発品 1,116.40

外用薬 1329707Q3133 プロピオン酸フルチカゾ
ン

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フルチカゾンプロピオン酸エステル点
鼻液５０μｇ「日医工」５６噴霧用

日医工 後発品 1,116.40

外用薬 1329707Q3141 プロピオン酸フルチカゾ
ン

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 後発品 1,094.40

外用薬 1329707Q3150 プロピオン酸フルチカゾ
ン

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０
μｇ「マイラン」５６噴霧用

マイラン製薬 後発品 1,109.50

外用薬 1329707Q3168 プロピオン酸フルチカゾ
ン

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フロラーズ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 日本臓器製薬 後発品 1,297.10
外用薬 1329708Q1038 塩酸レボカバスチン ０．０２５％１５ｍＬ

１瓶
リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１
２噴霧用

ヤンセンファーマ 895.30

外用薬 1329709Q1032 塩酸ロメフロキサシン ０．３％１ｍＬ ロメフロン耳科用液０．３％ 千寿製薬 129.10
外用薬 1329710Q1027 フランカルボン酸モメタ

ゾン
５ｍｇ１０ｇ１瓶 ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧

用
シェリング・プラ
ウ

1,918.50

外用薬 1329710Q2023 フランカルボン酸モメタ
ゾン

９ｍｇ１８ｇ１瓶 ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２噴
霧用

シェリング・プラ
ウ

3,876.20

外用薬 1329711Q1021 フルチカゾンフランカル
ボン酸エステル

３ｍｇ６ｇ１キット アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴
霧用

グラクソ・スミス
クライン

2,014.70

外用薬 1329712A1028 デキサメタゾンシペシル
酸エステル

４００μｇ１カプセル エリザスカプセル外用４００μｇ 日本新薬 134.50

外用薬 1329800X1034 塩酸テトラヒドロゾリ
ン・プレドニゾロン

１ｍＬ コールタイジン点鼻液 陽進堂 7.60

外用薬 2160700Q1027 スマトリプタン ２０ｍｇ０．１ｍＬ１
個

イミグラン点鼻液２０ グラクソ・スミス
クライン

1,046.60

外用薬 2171700R1034 硝酸イソソルビド １６３．５ｍｇ１０ｇ
１瓶

ニトロールスプレー１．２５ｍｇ エーザイ 1,365.50

外用薬 2171700S1087 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 アンタップＲ 帝人ファーマ 後発品 88.80
外用薬 2171700S1095 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 フランドルテープ４０ｍｇ トーアエイヨー 88.80
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 後発品 52.30
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 後発品 47.40
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 後発品 59.20
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「Ｅ

ＭＥＣ」
救急薬品工業 後発品 43.80

外用薬 2171700S1141 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 アンタップテープ４０ｍｇ 帝人ファーマ 後発品 88.80
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 後発品 56.20
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 後発品 40.50
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外用薬 2171701R4038 ニトログリセリン ０．６５％７．２ｇ１
缶

ミオコールスプレー０．３ｍｇ トーアエイヨー 2,021.90
外用薬 2171701S2029 ニトログリセリン （２５ｍｇ）１０ｃ㎡

１枚
ニトロダームＴＴＳ ノバルティス

ファーマ
97.00

外用薬 2171701S2037 ニトログリセリン （２５ｍｇ）１０ｃ㎡
１枚

ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

97.00

外用薬 2171701S4048 ニトログリセリン （５ｍｇ）４．０５ｃ
ｍ×４．５０ｃｍ１枚

ミリステープ５ｍｇ 日本化薬 55.20

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 後発品 75.90

外用薬 2171701S7055 ニトログリセリン （２７ｍｇ）１４ｃ㎡
１枚

バソレーターテープ２７ｍｇ 三和化学研究所 75.20

外用薬 2171701S7063 ニトログリセリン （２７ｍｇ）１４ｃ㎡
１枚

メディトランステープ２７ｍｇ 積水メディカル 82.10

外用薬 2171701S7071 ニトログリセリン （２７ｍｇ）１４ｃ㎡
１枚

ミニトロテープ２７ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

75.20

外用薬 2179700X1015 亜硝酸アミル ０．２５ｍＬ１管 局 亜硝酸アミル 763.40
外用薬 2219700G1020 肺サーファクタント １２０ｍｇ１瓶 サーファクテン 田辺三菱製薬 99,433.00
外用薬 2219700G1039 肺サーファクタント １２０ｍｇ１瓶 サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 田辺三菱製薬 99,433.00
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 後発品 50.80
外用薬 2233700G2034 アセチルシステイン １７．６２％２ｍＬ１

包
ムコフィリン吸入液２０％ サンノーバ 66.40

外用薬 2234700G1043 塩酸ブロムヘキシン 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 後発品 11.20

外用薬 2234700G1051 塩酸ブロムヘキシン ０．２％１ｍＬ ビソルボン吸入液０．２％ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

18.30

外用薬 2251701J1020 アミノフィリン ５０ｍｇ１個 アルビナ坐剤５０ 久光製薬 後発品 19.30
外用薬 2251701J2026 アミノフィリン １００ｍｇ１個 アルビナ坐剤１００ 久光製薬 後発品 19.60
外用薬 2251701J3022 アミノフィリン ２００ｍｇ１個 アルビナ坐剤２００ 久光製薬 後発品 19.70
外用薬 2251701J4029 アミノフィリン ４００ｍｇ１個 アルビナ坐剤４００ 久光製薬 後発品 23.50
外用薬 2252700G1025 ｄｌ－塩酸イソプロテレ

ノール
０．５％１ｍＬ アスプール液（０．５％） アルフレッサ

ファーマ
17.80

外用薬 2252700G2021 ｄｌ－塩酸イソプロテレ
ノール

１％１ｍＬ アスプール液（１％） アルフレッサ
ファーマ

25.40

外用薬 2252703G1029 硫酸オルシプレナリン ２％１ｍＬ アロテック吸入液２％ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

23.60

外用薬 2252704G2020 臭化水素酸フェノテロー
ル

２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ベロテックエロゾル１００ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

708.30

外用薬 2254700G2034 硫酸サルブタモール ０．５％１ｍＬ ベネトリン吸入液０．５％ グラクソ・スミス
クライン

25.90

外用薬 2254700G3022 硫酸サルブタモール ０．３８５４％８．９
ｇ１缶

アイロミール 大日本住友製薬 1,014.00

外用薬 2254700G3030 硫酸サルブタモール ０．３８５４％８．９
ｇ１缶

アイロミールエアゾール１００μｇ 大日本住友製薬 1,014.00

外用薬 2254700G4037 硫酸サルブタモール ０．１６％１３．５ｍ
Ｌ１瓶

サルタノールインヘラー１００μｇ グラクソ・スミス
クライン

1,004.60

外用薬 2259700G1034 塩酸トリメトキノール ０．５％１ｍＬ イノリン吸入液０．５％ 田辺三菱製薬 30.00
外用薬 2259701A1036 クロモグリク酸ナトリウ

ム
２０ｍｇ１カプセル インタールカプセル外用２０ｍｇ アステラス製薬 44.70

外用薬 2259701G1020 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１％２ｍＬ１管 インタール吸入液 アステラス製薬 63.40
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 後発品 35.80

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 後発品 46.80
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％ メディサ新薬 後発品 46.80

外用薬 2259701G1063 クロモグリク酸ナトリウ
ム

１％２ｍＬ１管 インタール吸入液１％ アステラス製薬 63.40
外用薬 2259701R2036 クロモグリク酸ナトリウ

ム
２％１０ｍＬ１瓶 インタールエアロゾル１ｍｇ アステラス製薬 3,052.10

外用薬 2259702G2021 臭化イプラトロピウム ４．２０ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

アトロベントエロゾル２０μｇ 帝人ファーマ 948.80

外用薬 2259703G9020 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

７ｍｇ８．７ｇ１瓶 キュバール５０エアゾール 大日本住友製薬 2,678.80

外用薬 2259703Y1025 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

１５ｍｇ８．７ｇ１瓶 キュバール１００エアゾール 大日本住友製薬 3,550.10

外用薬 2259704G1032 塩酸プロカテロール ０．０１％１ｍＬ メプチン吸入液０．０１％ 大塚製薬 33.70
外用薬 2259704G2039 塩酸プロカテロール ０．０１４３％２．５

ｍＬ１瓶
メプチンキッドエアー５μｇ 大塚製薬 625.20

外用薬 2259704G3043 塩酸プロカテロール ０．０１４３％５ｍＬ
１瓶

メプチンエアー１０μｇ 大塚製薬 834.30

外用薬 2259704G5020 塩酸プロカテロール ０．０１％０．３ｍＬ
１個

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ 大塚製薬 19.30

外用薬 2259704G6026 塩酸プロカテロール ０．０１％０．５ｍＬ
１個

メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ 大塚製薬 24.60

外用薬 2259704G7022 塩酸プロカテロール ２ｍｇ１キット メプチンクリックヘラー１０μｇ 大塚製薬 1,345.00
外用薬 2259704G8029 塩酸プロカテロール ０．０１４３％２．５

ｍＬ１キット
メプチンキッド５μｇエアー１００吸
入

大塚製薬 781.50

外用薬 2259704G9025 塩酸プロカテロール ０．０１４３％５ｍＬ
１キット

メプチン１０μｇエアー１００吸入 大塚製薬 993.80

外用薬 2259706G2020 臭化オキシトロピウム ０．１７８％９．５ｇ
１瓶

テルシガンエロゾル１００μｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

1,025.40

外用薬 2259707S1020 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ホクナリンテープ０．５ｍｇ アボットジャパン 49.80
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 後発品 36.50
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「ＥＭＥ

Ｃ」
ニプロパッチ 後発品 35.70

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「Ｈ
ＭＴ」

久光製薬 後発品 35.70

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「Ｑ
Ｑ」

救急薬品工業 後発品 36.50

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 後発品 27.90

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 後発品 32.10

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 後発品 36.50
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 後発品 32.10
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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「Ｍ
ＥＤ」

メディサ新薬 後発品 29.80

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 後発品 23.00

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 後発品 32.10

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「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 27.90

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「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 27.90

外用薬 2259707S2027 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ホクナリンテープ１ｍｇ アボットジャパン 67.80
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 後発品 49.50
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 後発品 49.50
外用薬 2259707S2051 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭ

Ｔ」
久光製薬 後発品 48.60

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 後発品 49.50
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 後発品 37.10

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 後発品 42.40
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 後発品 49.50
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 後発品 42.40
外用薬 2259707S2116 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＭＥ

Ｄ」
メディサ新薬 後発品 40.30

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 後発品 33.60
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 後発品 40.30

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 後発品 38.90
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 後発品 38.90
外用薬 2259707S3023 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ホクナリンテープ２ｍｇ アボットジャパン 93.10
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 後発品 65.70
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 後発品 65.70
外用薬 2259707S3058 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭ

Ｔ」
久光製薬 後発品 65.70

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 後発品 67.40
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 後発品 52.40

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 後発品 54.90
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 後発品 65.70
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 後発品 61.70
外用薬 2259707S3112 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＭＥ

Ｄ」
メディサ新薬 後発品 58.40

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 後発品 49.40
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 後発品 52.40

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 後発品 52.40
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 後発品 55.70
外用薬 2259708G1022 キシナホ酸サルメテロー

ル
２５μｇ１ブリスター セレベント２５ロタディスク グラクソ・スミス

クライン
44.60

外用薬 2259708G2029 キシナホ酸サルメテロー
ル

５０μｇ１ブリスター セレベント５０ロタディスク グラクソ・スミス
クライン

60.70

外用薬 2259708G3025 キシナホ酸サルメテロー
ル

５０μｇ６０ブリス
ター１キット

セレベント５０ディスカス グラクソ・スミス
クライン

3,951.70

外用薬 2259709G1027 臭化チオトロピウム水和
物

１８μｇ１カプセル スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

199.30

外用薬 2259800J1030 ｄｌ－塩酸メチルエフェ
ドリン・ジプロフィリン

１個 アニスーマ坐剤 長生堂製薬 22.70

外用薬 2259801X1037 チロキサポール ０．１２５％１ｍＬ アレベール吸入用溶解液０．１２５％ アルフレッサ
ファーマ

5.40

外用薬 2259803X1036 硫酸イソプロテレノー
ル・臭化メチルアトロピ
ン配合剤

５ｍＬ１瓶 ストメリンＤエアロゾル アステラス製薬 601.80

外用薬 2260700B1020 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ アズレンＳ キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.90

外用薬 2260700B1097 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ ※アズレン散含嗽用０．４％（大正薬
品）

大正薬品工業 後発品 5.90

外用薬 2260700B1100 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ マズレニンガーグル散０．４％ 丸石製薬 後発品 6.20

外用薬 2260700B1119 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ アズレン含嗽用散０．４％「トーワ」 東和薬品 後発品 5.90

外用薬 2260700B1127 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ バウロ散含嗽用０．４％ 堀井薬品工業 後発品 5.90

外用薬 2260700B1135 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 5.90

外用薬 2260700B1143 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「ＫＲＭ」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.90

外用薬 2260700C1068 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ ヨウズレンＧ顆粒 陽進堂 後発品 5.90

外用薬 2260700C1092 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ アズノール・ガーグル顆粒０．４％ 日本新薬 6.20

外用薬 2260700C1106 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ アズレン含嗽用顆粒０．４％「日医
工」

日医工 後発品 5.90

外用薬 2260700C1114 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ エマーゲン顆粒含嗽用０．４％ 堀井薬品工業 後発品 5.90

外用薬 2260700C1122 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ アテネレン含嗽用顆粒０．４％ 鶴原製薬 後発品 5.90

外用薬 2260700C1130 アズレンスルホン酸ナト
リウム

０．４％１ｇ 水溶性アズレン含嗽用顆粒０．４％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 5.90

外用薬 2260700F1021 アズレンスルホン酸ナト
リウム

４％１ｍＬ アズノールうがい液４％ 日本点眼薬研究所 後発品 52.10

外用薬 2260700F1030 アズレンスルホン酸ナト
リウム

４％１ｍＬ アズガグルうがい液Ｔ４％ 東亜薬品 後発品 45.40

外用薬 2260700F1048 アズレンスルホン酸ナト
リウム

４％１ｍＬ アズリンスうがい液４％「ＨＹＺ」 ハイゾン製薬 後発品 45.40
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