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外用薬 2260700F1056 アズレンスルホン酸ナト
リウム

４％１ｍＬ アズレイうがい液４％ 協和新薬 後発品 54.50

外用薬 2260700F1064 アズレンスルホン酸ナト
リウム

４％１ｍＬ アズレホースうがい液４％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 45.40

外用薬 2260700F1080 アズレンスルホン酸ナト
リウム

４％１ｍＬ アボダースうがい液４％ 大洋薬品工業 後発品 45.40

外用薬 2260700F1099 アズレンスルホン酸ナト
リウム

４％１ｍＬ アズレンガーグル４％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 45.40

外用薬 2260700F1102 アズレンスルホン酸ナト
リウム

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ケンエー」 健栄製薬 後発品 43.70

外用薬 2260700F2028 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｍＬ アズレワンうがい液１％ イセイ 後発品 12.70

外用薬 2260700F2036 アズレンスルホン酸ナト
リウム

１％１ｍＬ アズレン含嗽液アーズミンうがい液
１％

本草製薬 後発品 12.70

外用薬 2260701F1050 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ジサニジンガーグル 大洋薬品工業 後発品 2.70
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 後発品 2.10
外用薬 2260701F1115 ポビドンヨード ７％１ｍＬ 東海ガーグル 東海製薬 後発品 2.70
外用薬 2260701F1140 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル 中北薬品 後発品 2.70
外用薬 2260701F1158 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポピラールガーグル 日興製薬 後発品 2.50
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 後発品 2.50
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 後発品 2.50
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 後発品 2.70
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 後発品 2.70
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 後発品 2.50
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 後発品 2.50
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 後発品 2.50
外用薬 2260701F1271 ポビドンヨード ７％１ｍＬ イソジンガーグル液７％ 明治製菓 3.40
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％「ＯＲ

Ｙ」
日医工ファーマ 後発品 2.10

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 後発品 2.50
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 後発品 2.70
外用薬 2260701F1310 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 2.70

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 後発品 2.70
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 後発品 2.70

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 後発品 2.50
外用薬 2260702F1039 アズレンスルホン酸ナト

リウム・炭酸水素ナトリ
０．１％１ｇ 含嗽用ＡＺ細粒「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 後発品 6.00

外用薬 2260702F1055 アズレンスルホン酸ナト
リウム・炭酸水素ナトリ

０．１％１ｇ 含嗽用ハチアズレ顆粒 東洋製薬化成 6.00

外用薬 2260702F1063 アズレンスルホン酸ナト
リウム・炭酸水素ナトリ

０．１％１ｇ ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 6.00

外用薬 2290700G1026 プロピオン酸フルチカゾ
ン

５０μｇ１ブリスター フルタイド５０ロタディスク グラクソ・スミス
クライン

27.70

外用薬 2290700G2022 プロピオン酸フルチカゾ
ン

１００μｇ１ブリス
ター

フルタイド１００ロタディスク グラクソ・スミス
クライン

37.20

外用薬 2290700G3029 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２００μｇ１ブリス
ター

フルタイド２００ロタディスク グラクソ・スミス
クライン

48.50

外用薬 2290700G4025 プロピオン酸フルチカゾ
ン

５０μｇ６０ブリス
ター１個

フルタイド５０ディスカス グラクソ・スミス
クライン

1,690.10

外用薬 2290700G5021 プロピオン酸フルチカゾ
ン

１００μｇ６０ブリス
ター１個

フルタイド１００ディスカス グラクソ・スミス
クライン

2,261.00

外用薬 2290700G6028 プロピオン酸フルチカゾ
ン

２００μｇ６０ブリス
ター１個

フルタイド２００ディスカス グラクソ・スミス
クライン

2,977.70

外用薬 2290700G7024 プロピオン酸フルチカゾ
ン

９．７２ｍｇ１０．６
ｇ１瓶

フルタイド５０エアー グラクソ・スミス
クライン

2,248.20

外用薬 2290700G7032 プロピオン酸フルチカゾ
ン

９．７２ｍｇ１０．６
ｇ１瓶

フルタイド５０μｇエアゾール１２０
吸入用

グラクソ・スミス
クライン

2,248.20

外用薬 2290700G8020 プロピオン酸フルチカゾ
ン

１２．２５ｍｇ７．０
ｇ１瓶

フルタイド１００エアー グラクソ・スミス
クライン

2,280.60

外用薬 2290700G8039 プロピオン酸フルチカゾ
ン

１２．２５ｍｇ７．０
ｇ１瓶

フルタイド１００μｇエアゾール６０
吸入用

グラクソ・スミス
クライン

2,280.60

外用薬 2290701G1039 ブデソニド １１．２ｍｇ１瓶（１
００μｇ）

パルミコート１００μｇタービュヘイ
ラー１１２吸入

アストラゼネカ 1,606.60

外用薬 2290701G2035 ブデソニド １１．２ｍｇ１瓶（２
００μｇ）

パルミコート２００μｇタービュヘイ
ラー５６吸入

アストラゼネカ 1,606.60

外用薬 2290701G3031 ブデソニド ２２．４ｍｇ１瓶（２
００μｇ）

パルミコート２００μｇタービュヘイ
ラー１１２吸入

アストラゼネカ 2,095.90

外用薬 2290701G4020 ブデソニド ０．２５ｍｇ２ｍＬ１
管

パルミコート吸入液０．２５ｍｇ アストラゼネカ 250.60
外用薬 2290701G5026 ブデソニド ０．５ｍｇ２ｍＬ１管 パルミコート吸入液０．５ｍｇ アストラゼネカ 332.20
外用薬 2290702G1025 シクレソニド ５．６ｍｇ６．６ｇ１

キット
オルベスコ５０μｇインヘラー１１２
吸入用

帝人ファーマ 1,745.60

外用薬 2290702G2021 シクレソニド １１．２ｍｇ６．６ｇ
１キット

オルベスコ１００μｇインヘラー１１
２吸入用

帝人ファーマ 2,265.60

外用薬 2290702G3028 シクレソニド １１．２ｍｇ３．３ｇ
１キット

オルベスコ２００μｇインヘラー５６
吸入用

帝人ファーマ 2,265.60

外用薬 2290703G1020 フランカルボン酸モメタ
ゾン

６ｍｇ１キット（１０
０μｇ）

アズマネックスツイストヘラー１００
μｇ６０吸入

シェリング・プラ
ウ

2,547.20

外用薬 2290800G1024 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

２８ブリスター１キッ
ト

アドエア１００ディスカス グラクソ・スミス
クライン

2,928.80

外用薬 2290800G1032 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

２８ブリスター１キッ
ト

アドエア１００ディスカス２８吸入用 グラクソ・スミス
クライン

2,928.80

外用薬 2290800G2020 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

２８ブリスター１キッ
ト

アドエア２５０ディスカス グラクソ・スミス
クライン

3,392.60

外用薬 2290800G2039 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

２８ブリスター１キッ
ト

アドエア２５０ディスカス２８吸入用 グラクソ・スミス
クライン

3,392.60
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外用薬 2290800G3027 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

２８ブリスター１キッ
ト

アドエア５００ディスカス グラクソ・スミス
クライン

3,865.70

外用薬 2290800G3035 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

２８ブリスター１キッ
ト

アドエア５００ディスカス２８吸入用 グラクソ・スミス
クライン

3,865.70

外用薬 2290800G4023 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

６０ブリスター１キッ
ト

アドエア１００ディスカス グラクソ・スミス
クライン

6,233.10

外用薬 2290800G4031 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

６０ブリスター１キッ
ト

アドエア１００ディスカス６０吸入用 グラクソ・スミス
クライン

6,233.10

外用薬 2290800G5020 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

６０ブリスター１キッ
ト

アドエア２５０ディスカス グラクソ・スミス
クライン

7,210.10

外用薬 2290800G5038 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

６０ブリスター１キッ
ト

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 グラクソ・スミス
クライン

7,210.10

外用薬 2290800G6026 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

６０ブリスター１キッ
ト

アドエア５００ディスカス グラクソ・スミス
クライン

8,259.40

外用薬 2290800G6034 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

６０ブリスター１キッ
ト

アドエア５００ディスカス６０吸入用 グラクソ・スミス
クライン

8,259.40

外用薬 2290800G7022 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

１２．０ｇ１瓶 アドエア５０エアー１２０吸入用 グラクソ・スミス
クライン

6,551.70

外用薬 2290800G7030 キシナホ酸サルメテロー
ル・プロピオン酸フルチ
カゾン

１２．０ｇ１瓶 アドエア５０エアゾール１２０吸入用 グラクソ・スミス
クライン

6,551.70

外用薬 2290801G1029 ブデソニド・ホルモテ
ロールフマル酸塩水和物

３０吸入１キット シムビコートタービュヘイラー３０吸
入

アストラゼネカ 2,942.30

外用薬 2290801G2025 ブデソニド・ホルモテ
ロールフマル酸塩水和物

６０吸入１キット シムビコートタービュヘイラー６０吸
入

アストラゼネカ 5,836.40

外用薬 2357700X1019 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン 9.30
外用薬 2357700X1060 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン．ＯＩ 日医工ファーマ 12.10
外用薬 2357700X1078 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「ケンエー」 健栄製薬 12.40
外用薬 2357700X1086 グリセリン １０ｍＬ 局 ※グリセリン（小西利七） 小西利七商店 10.90
外用薬 2357700X1094 グリセリン １０ｍＬ 局 ※グリセリン（小堺） 小堺製薬 11.40
外用薬 2357700X1108 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「三恵」 三恵薬品 12.10
外用薬 2357700X1116 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン　シオエ シオエ製薬 12.10
外用薬 2357700X1124 グリセリン １０ｍＬ 局 「純生」グリセリン 純生薬品工業 10.90
外用薬 2357700X1132 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「司生堂」 司生堂製薬 10.30
外用薬 2357700X1167 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「タイセイ」 大成薬品工業 12.10
外用薬 2357700X1191 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン〈ハチ〉 東洋製薬化成 12.10
外用薬 2357700X1213 グリセリン １０ｍＬ 局 ※グリセリン（東海製薬） 東海製薬 11.40
外用薬 2357700X1221 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「メタル」 中北薬品 10.30
外用薬 2357700X1256 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「マルイシ」 丸石製薬 12.10
外用薬 2357700X1280 グリセリン １０ｍＬ 局 ※グリセリン（山善） 山善製薬 10.90
外用薬 2357700X1299 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「ヤクハン」 ヤクハン製薬 12.40
外用薬 2357700X1310 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン恵美須 恵美須薬品化工 10.30
外用薬 2357700X1329 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「カナダ」（Ｍ） 金田直隆商店 10.30
外用薬 2357700X1353 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「ニッコー」 日興製薬 10.90
外用薬 2357700X1396 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「ヨシダ」 吉田製薬 10.30
外用薬 2357700X1434 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリンＦＭ フヂミ製薬所 12.10
外用薬 2357700X1442 グリセリン １０ｍＬ 局 ※グリセリン（大和薬品） 大和薬品工業 10.30
外用薬 2357700X1477 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「東豊」 東豊薬品 12.10
外用薬 2357700X1485 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「ＪＧ」 日本ジェネリック 12.10
外用薬 2357701K1032 グリセリン ５０％１０ｍＬ グリセリン浣腸液東豊 東豊薬品 12.10
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 後発品 11.80
外用薬 2357701K1059 グリセリン ５０％１０ｍＬ グリセリン浣腸「ヨシダ」 吉田製薬 後発品 12.10
外用薬 2357701K1067 グリセリン ５０％１０ｍＬ ケンエーＧ浣腸 健栄製薬 後発品 12.10
外用薬 2357701K1091 グリセリン ５０％１０ｍＬ グリセリン浣腸液５０％「東豊」 東豊薬品 12.10
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 後発品 12.10
外用薬 2357701K1113 グリセリン ５０％１０ｍＬ ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 後発品 12.10
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 後発品 76.80
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 後発品 75.50
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 後発品 72.90
外用薬 2357701K3078 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸 健栄製薬 後発品 76.80
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 後発品 76.80
外用薬 2357701K4023 グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液東豊 東豊薬品 104.30
外用薬 2357701K4058 グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸 健栄製薬 後発品 104.30
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 後発品 104.30
外用薬 2357701K4090 グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「東豊」 東豊薬品 104.30
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 後発品 104.30
外用薬 2357701K5020 グリセリン ５０％５０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸 健栄製薬 後発品 118.90
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 後発品 118.90
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 後発品 102.10
外用薬 2357701K6042 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液東豊 東豊薬品 121.20
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 後発品 121.20
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 後発品 102.10
外用薬 2357701K6107 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸 健栄製薬 後発品 122.70
外用薬 2357701K6174 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 オリエンタル浣腸液 日医工ファーマ 後発品 102.10
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 後発品 122.70
外用薬 2357701K6190 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 後発品 102.10

14 / 43 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

外用薬 2357701K6204 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「東豊」 東豊薬品 121.20
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 後発品 122.70
外用薬 2357701K7022 グリセリン ５０％１１０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液東豊 東豊薬品 128.00
外用薬 2357701K7049 グリセリン ５０％１１０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「東豊」 東豊薬品 128.00
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 後発品 127.80
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 後発品 153.20
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 後発品 123.10
外用薬 2357701K8088 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸 健栄製薬 後発品 153.20
外用薬 2357701K8142 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 オリエンタル浣腸液 日医工ファーマ 後発品 120.40
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 後発品 155.90
外用薬 2357701K8169 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 後発品 120.40
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 後発品 153.20
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 後発品 174.10
外用薬 2357701K9033 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液東豊 東豊薬品 145.70
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 後発品 174.10
外用薬 2357701K9084 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸 健栄製薬 後発品 174.10
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 後発品 215.10
外用薬 2357701K9157 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「東豊」 東豊薬品 145.70
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 後発品 174.10
外用薬 2357701Y1027 グリセリン ５０％９０ｍＬ１個 ケンエーＧ浣腸 健栄製薬 後発品 122.70
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 後発品 122.70
外用薬 2359700J1010 ビサコジル ２ｍｇ１個 局 ビサコジル坐剤 19.30
外用薬 2359700J1088 ビサコジル ２ｍｇ１個 局 テレミンソフト坐薬２ｍｇ 味の素 20.10
外用薬 2359700J2017 ビサコジル １０ｍｇ１個 局 ビサコジル坐剤 19.30
外用薬 2359700J2033 ビサコジル １０ｍｇ１個 局 サトラックス坐薬１０ｍｇ 佐藤製薬 19.70
外用薬 2359700J2106 ビサコジル １０ｍｇ１個 局 テレミンソフト坐薬１０ｍｇ 味の素 21.50
外用薬 2359701X1018 メチルセルロース １０ｇ 局 メチルセルロース 23.20
外用薬 2359800J1035 炭酸水素ナトリウム・無

水リン酸二水素ナトリウ
１個 新レシカルボン坐剤 京都薬品工業 53.30

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

１個 インカルボン坐剤 大洋薬品工業 後発品 32.30

外用薬 2399700X1019 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 局 複方ヨード・グリセリン 13.10
外用薬 2399700X1060 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 局 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 健栄製薬 16.60
外用薬 2399700X1094 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 局 複方ヨード・グリセリン　シオエ シオエ製薬 16.60
外用薬 2399700X1108 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 局 「純生」ルゴール 純生薬品工業 16.60
外用薬 2399700X1175 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 局 複方ヨード・グリセリンＦＭ フヂミ製薬所 16.60
外用薬 2399700X1213 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 局 ※複方ヨード・グリセリン（山善） 山善製薬 14.50
外用薬 2399700X1221 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 局 複方ヨード・グリセリン「ヤクハン」 ヤクハン製薬 16.60
外用薬 2399700X1230 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 局 複方ヨード・グリセリン．ＹＩ 山田製薬 16.60
外用薬 2399700X1256 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 局 複方ヨード・グリセリン「ニッコー」 日興製薬 15.50
外用薬 2399700X1280 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 局 複方ヨード・グリセリン「ヨシダ」 吉田製薬 16.60
外用薬 2399700X1345 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 局 複方ヨード・グリセリン「マルイシ」 丸石製薬 16.60
外用薬 2399700X1353 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 局 複方ヨード・グリセリン「東豊」 東豊薬品 16.60
外用薬 2399702E1033 塩酸テトラサイクリン １５ｍｇ１錠 アクロマイシントローチ１５ｍｇ ポーラファルマ 9.70
外用薬 2399706M1079 デキサメタゾン ０．１％１ｇ エースミン（口腔用）軟膏 新生薬品工業 後発品 36.00
外用薬 2399706M1087 デキサメタゾン ０．１％１ｇ アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ 昭和薬品化工 66.30
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 後発品 36.00

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 後発品 66.30
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 後発品 49.40
外用薬 2399707D1022 トリアムシノロンアセト

ニド
２５μｇ１錠 アフタッチ 帝人ファーマ 44.50

外用薬 2399707D1030 トリアムシノロンアセト
ニド

２５μｇ１錠 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 帝人ファーマ 44.50

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 後発品 43.60

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 後発品 47.40

外用薬 2399707M1022 トリアムシノロンアセト
ニド

０．１％１ｇ オルテクサー 福地製薬 後発品 68.20

外用薬 2399707M1049 トリアムシノロンアセト
ニド

０．１％１ｇ ケナログ口腔用軟膏０．１％ ブリストル・マイ
ヤーズ

71.60

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 後発品 68.20

外用薬 2399708A1020 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

５０μｇ１カプセル サルコート 帝人ファーマ 53.80

外用薬 2399708A1039 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

５０μｇ１カプセル サルコートカプセル外用５０μｇ 帝人ファーマ 53.80

外用薬 2399709E1035 塩化セチルピリジニウム ２ｍｇ１錠 スプロールトローチ２ｍｇ 岩城製薬 後発品 5.60
外用薬 2399710E1020 塩化デカリニウム ０．２５ｍｇ１錠 ＳＰトローチ明治 明治製菓 後発品 5.80
外用薬 2399710E1038 塩化デカリニウム ０．２５ｍｇ１錠 ノードマントローチ０．２５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 5.60
外用薬 2399710E1046 塩化デカリニウム ０．２５ｍｇ１錠 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 5.80
外用薬 2399712E1045 臭化ドミフェン ０．５ｍｇ１錠 オラドールＳトローチ０．５ｍｇ 大洋薬品工業 6.00
外用薬 2399712E1053 臭化ドミフェン ０．５ｍｇ１錠 オラドールトローチ０．５ｍｇ 大洋薬品工業 6.00
外用薬 2399713E1058 アズレンスルホン酸ナト

リウム
５ｍｇ１錠 アズレミック錠口腔用５ｍｇ 東洋製薬化成 後発品 19.10

外用薬 2399713E1066 アズレンスルホン酸ナト
リウム

５ｍｇ１錠 アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ 日本新薬 19.10

外用薬 2399713E1074 アズレンスルホン酸ナト
リウム

５ｍｇ１錠 フォルテガード錠口腔用５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 9.20

外用薬 2399714J1026 ドンペリドン １０ｍｇ１個 ナウゼリン坐剤１０ 協和発酵キリン 67.50
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） 後発品 38.50
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 後発品 35.20
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 後発品 38.50
外用薬 2399714J2022 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 ナウゼリン坐剤３０ 協和発酵キリン 111.80
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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） 後発品 65.10
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 後発品 61.70
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 後発品 50.90
外用薬 2399714J3029 ドンペリドン ６０ｍｇ１個 ナウゼリン坐剤６０ 協和発酵キリン 149.20
外用薬 2399714M1022 ドンペリドン １０ｍｇ１筒 ドンペネマ注腸軟膏１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 130.40
外用薬 2399714M2029 ドンペリドン ３０ｍｇ１筒 ドンペネマ注腸軟膏３０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 148.40
外用薬 2399714M3025 ドンペリドン ６０ｍｇ１筒 ドンペネマ注腸軟膏６０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 163.70
外用薬 2399715X1023 メサラジン １ｇ１個 ペンタサ注腸１ｇ 杏林製薬 871.80
外用薬 2399800X1033 塩酸クロルヘキシジン・

ジフェンヒドラミン配合
１ｇ デスパコーワ口腔用クリーム 興和 34.80

外用薬 2399801E1029 リン酸一水素カリウム・
無機塩類配合剤

５０ｇ１個 サリベート 帝人ファーマ 689.10

外用薬 2399801E1037 リン酸一水素カリウム・
無機塩類配合剤

５０ｇ１個 サリベートエアゾール 帝人ファーマ 689.10

外用薬 2399975X1013 チョウジ油 １ｍＬ 局 チョウジ油 8.80
外用薬 2419700Q1027 酢酸デスモプレシン ２５０μｇ１瓶 デスモプレシン点鼻液協和 協和発酵キリン 7,999.00
外用薬 2419700Q1035 酢酸デスモプレシン ２５０μｇ１瓶 デスモプレシン点鼻液０．０１％協和 協和発酵キリン 7,999.00
外用薬 2419700R1022 酢酸デスモプレシン １２５μｇ１瓶 デスモプレシン・スプレー２．５協和 協和発酵キリン 5,417.90
外用薬 2419700R2029 酢酸デスモプレシン ５００μｇ１瓶 デスモプレシン・スプレー１０協和 協和発酵キリン 6,830.00
外用薬 2451700Q1016 エピネフリン ０．１％１ｍＬ 局 エピネフリン液 7.90
外用薬 2454700J1028 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１個 リンデロン坐剤０．５ｍｇ 塩野義製薬 83.60
外用薬 2454700J2024 ベタメタゾン １ｍｇ１個 リンデロン坐剤１．０ｍｇ 塩野義製薬 117.10
外用薬 2454701X1033 リン酸ベタメタゾンナト

リウム
３．９５ｍｇ１個 ステロネマ注腸３ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 812.00

外用薬 2454701X2030 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

１．９７５ｍｇ１個 ステロネマ注腸１．５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 562.50

外用薬 2456700X1025 リン酸プレドニゾロンナ
トリウム

２０ｍｇ１個 プレドネマ注腸２０ｍｇ 杏林製薬 後発品 813.40

外用薬 2473700M1020 エストラジオール １ｍｇ１包 ディビゲル１ｍｇ ポーラファルマ 63.70
外用薬 2473700S2068 エストラジオール （０．７２ｍｇ）９ｃ

㎡１枚
エストラジオール貼付剤０．７２ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 80.00

外用薬 2473700S2076 エストラジオール （０．７２ｍｇ）９ｃ
㎡１枚

エストラーナテープ０．７２ｍｇ 久光製薬 118.60

外用薬 2473700S3021 エストラジオール （２．１７ｍｇ）７．
２５ｃ㎡１枚

フェミエスト２．１７ｍｇ ヤクルト本社 後発品 133.00

外用薬 2473700S4028 エストラジオール （４．３３ｍｇ）１
４．５ｃ㎡１枚

フェミエスト４．３３ｍｇ ヤクルト本社 後発品 184.60

外用薬 2482800S1026 エストラジオール・酢酸
ノルエチステロン

１枚 メノエイドコンビパッチ あすか製薬 372.30

外用薬 2499700H1036 ゲメプロスト １ｍｇ１個 プレグランディン腟坐剤１ｍｇ 小野薬品工業 4,075.70
外用薬 2499701R1052 酢酸ブセレリン １５．７５ｍｇ１０ｍ

Ｌ１瓶
スプレキュア点鼻液０．１５％ サノフィ・アベン

ティス
10,962.80

外用薬 2499701R1060 酢酸ブセレリン １５．７５ｍｇ１０ｍ
Ｌ１瓶

イトレリン点鼻液０．１５％ ＩＬＳ 後発品 6,605.40

外用薬 2499701R1079 酢酸ブセレリン １５．７５ｍｇ１０ｍ
Ｌ１瓶

ブセレキュア点鼻液０．１５％ 富士製薬工業 後発品 6,947.10

外用薬 2499701R2032 酢酸ブセレリン １５．７５ｍｇ９ｍＬ
１瓶

フセット点鼻液０．１７％ マイラン製薬 後発品 6,577.20

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 後発品 7,560.50
外用薬 2499702Q1043 酢酸ナファレリン １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ナサニール点鼻液０．２％ ファイザー 10,712.40
外用薬 2519700Q1022 Ｄ－ソルビトール ３％３Ｌ１袋 ウロマチックＳ バクスター 1,169.30
外用薬 2519700Q1030 Ｄ－ソルビトール ３％３Ｌ１袋 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ バクスター 1,169.30
外用薬 2521701H1025 クロラムフェニコール １００ｍｇ１錠 クロマイ腟錠 第一三共 76.90
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 後発品 61.70
外用薬 2521701H1050 クロラムフェニコール １００ｍｇ１錠 クロマイ腟錠１００ｍｇ 第一三共 76.90
外用薬 2529700X1015 プロテイン銀 １ｇ 局 プロテイン銀 112.40
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 後発品 20.10
外用薬 2529701H1058 エストリオール ０．５ｍｇ１錠 エストリール腟錠０．５ｍｇ 持田製薬 20.80
外用薬 2529701H2046 エストリオール １ｍｇ１錠 ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ あすか製薬 31.30
外用薬 2529702H1036 クロトリマゾール １００ｍｇ１錠 エンペシド腟錠 バイエル薬品 62.60
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 後発品 32.20
外用薬 2529702H1079 クロトリマゾール １００ｍｇ１錠 エンペシド腟錠１００ｍｇ バイエル薬品 62.60
外用薬 2529704J1045 硝酸ミコナゾール １００ｍｇ１個 フロリード腟坐剤１００ｍｇ 持田製薬 45.10
外用薬 2529704J1053 硝酸ミコナゾール １００ｍｇ１個 サラシルト腟坐剤１００ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 31.30
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 後発品 52.60
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 後発品 36.40
外用薬 2529707H1063 メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 フラジール腟錠２５０ｍｇ 塩野義製薬 38.60
外用薬 2529708J1043 硝酸イソコナゾール １００ｍｇ１個 バリナスチン腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 52.60
外用薬 2529708J2023 硝酸イソコナゾール ３００ｍｇ１個 アデスタンＧ３００ バイエル薬品 199.80
外用薬 2529708J2040 硝酸イソコナゾール ３００ｍｇ１個 バリナスチン腟錠３００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 147.50
外用薬 2529708J2058 硝酸イソコナゾール ３００ｍｇ１個 アデスタン腟錠３００ｍｇ バイエル薬品 199.80
外用薬 2529709H1046 硝酸オキシコナゾール １００ｍｇ１錠 オキナゾール腟錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 62.80
外用薬 2529709H1054 硝酸オキシコナゾール １００ｍｇ１錠 オキコナール腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 49.10
外用薬 2529709H2042 硝酸オキシコナゾール ６００ｍｇ１錠 オキナゾール腟錠６００ｍｇ 田辺三菱製薬 342.80
外用薬 2529709H2050 硝酸オキシコナゾール ６００ｍｇ１錠 オキコナール腟錠６００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 261.20
外用薬 2529950J1025 幼牛血液抽出物 １個 ソルコセリル膣坐薬 東菱薬品工業 48.00
外用薬 2559700M1026 大腸菌死菌 １ｇ ポステリザン（軟膏） マルホ 15.20
外用薬 2559805J1020 ヒドロコルチゾン・フラ

ジオマイシン配合剤
１個 プロクトセディル坐薬 味の素 28.60

外用薬 2559806M1021 ヒドロコルチゾン・フラ
ジオマイシン配合剤

１ｇ プロクトセディル軟膏 味の素 23.20

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 後発品 14.80

外用薬 2559807J1020 リドカイン配合剤 １個 ヘルミチンＳ坐剤 長生堂製薬 20.80
外用薬 2559808J1024 大腸菌死菌・ヒドロコル

チゾン
１個 ポステリザンＦ坐薬 マルホ 33.00
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