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外用薬 2559808M1020 大腸菌死菌・ヒドロコル
チゾン

１ｇ 強力ポステリザン（軟膏） マルホ 27.20

外用薬 2559811J1018 ロートエキス・タンニン １個 局 ロートエキス・タンニン坐剤 26.30
外用薬 2559813J1025 トリベノシド・リドカイ

ン
１個 ヘモリサット坐剤 大洋薬品工業 後発品 20.70

外用薬 2559813J1033 トリベノシド・リドカイ
ン

１個 ボラザＧ坐剤 天藤製薬 38.80
外用薬 2559813J1076 トリベノシド・リドカイ

ン
１個 ヘモザ坐薬 ジェイドルフ製薬 後発品 21.40

外用薬 2559813M1021 トリベノシド・リドカイ
ン

１ｇ ボラザＧ軟膏 天藤製薬 36.60
外用薬 2559814J1020 吉草酸ジフルコルトロ

ン・リドカイン
１個 ネリプロクト坐剤 インテンディス 44.10

外用薬 2559814J1038 吉草酸ジフルコルトロ
ン・リドカイン

１個 ネリコルト坐剤 大正薬品工業 後発品 27.10

外用薬 2559814J1046 吉草酸ジフルコルトロ
ン・リドカイン

１個 ネイサート坐剤 日新製薬（山形） 後発品 24.50

外用薬 2559814J1054 吉草酸ジフルコルトロ
ン・リドカイン

１個 ネリダロン坐剤 大洋薬品工業 後発品 23.10

外用薬 2559814M1026 吉草酸ジフルコルトロ
ン・リドカイン

１ｇ ネリプロクト軟膏 インテンディス 39.30

外用薬 2559814M1034 吉草酸ジフルコルトロ
ン・リドカイン

１ｇ ネリコルト軟膏 大正薬品工業 後発品 25.30

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 後発品 3.70
外用薬 2611700Q1046 次亜塩素酸ナトリウム ６％１０ｇ テキサント消毒液６％ シオエ製薬 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 後発品 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 後発品 5.10
外用薬 2612700X1013 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 希ヨードチンキ 12.40
外用薬 2612700X1056 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 希ヨードチンキ．ＯＹ 日医工ファーマ 14.00
外用薬 2612700X1072 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 希ヨードチンキ「ケンエー」 健栄製薬 14.00
外用薬 2612700X1110 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 希ヨードチンキ　シオエ シオエ製薬 14.20
外用薬 2612700X1129 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 「純生」希ヨーチン 純生薬品工業 13.40
外用薬 2612700X1188 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ※希ヨードチンキ（東海製薬） 東海製薬 13.40
外用薬 2612700X1218 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 希ヨードチンキＦＭ フヂミ製薬所 14.00
外用薬 2612700X1226 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 希ヨードチンキ「マルイシ」 丸石製薬 14.00
外用薬 2612700X1250 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ※希ヨードチンキ（山善） 山善製薬 13.40
外用薬 2612700X1269 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 希ヨードチンキ．ＹＩ 山田製薬 14.00
外用薬 2612700X1277 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 希ヨードチンキ「ヤクハン」 ヤクハン製薬 13.40
外用薬 2612700X1374 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ※希ヨードチンキ（大和薬品） 大和薬品工業 13.40
外用薬 2612701N1033 ポビドンヨード ５％１０ｇ 産婦人科用イソジンクリーム５％ 明治製菓 64.10
外用薬 2612701Q1064 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ マイクロシールド　ＰＶＰ ジョンソン・エン

ド・ジョンソン
後発品 27.20

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 後発品 24.70
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 後発品 24.70
外用薬 2612701Q1102 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ イソジンスクラブ液７．５％ 明治製菓 41.30
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 後発品 24.70
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

後発品 27.20

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 後発品 37.60
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 後発品 48.50
外用薬 2612701Q2109 ポビドンヨード １０％１０ｇ イソジンゲル１０％ 明治製菓 61.10
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 後発品 51.50
外用薬 2612701Q3091 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ヒポジン液 シオエ製薬 後発品 15.10
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 後発品 14.00
外用薬 2612701Q3130 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピラール液 日興製薬 後発品 14.00
外用薬 2612701Q3156 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ 東海ポビドン液 東海製薬 後発品 16.20
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） 後発品 15.70
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
後発品 15.10

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 後発品 15.10
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 後発品 15.10
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 後発品 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 後発品 14.00
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 後発品 16.60
外用薬 2612701Q3318 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ イソジン液１０％ 明治製菓 30.10
外用薬 2612701Q3326 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 後発品 16.60
外用薬 2612701Q3334 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨドン液１０％ 吉田製薬 後発品 14.00
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 後発品 12.80
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 後発品 15.10
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 後発品 15.10
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 後発品 10.70

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 後発品 15.10
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 後発品 16.20
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 後発品 14.00
外用薬 2612701Q4055 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ イソジンフィールド液１０％ 明治製菓 41.30
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 後発品 20.20
外用薬 2612702X1012 ヨウ素 １ｇ 局 ヨウ素 7.90
外用薬 2612702X1055 ヨウ素 １ｇ 局 ※ヨウ素（小堺） 小堺製薬 9.80
外用薬 2612702X1063 ヨウ素 １ｇ 局 「純生」ヨウ素 純生薬品工業 9.80
外用薬 2612702X1144 ヨウ素 １ｇ 局 ※ヨウ素（山善） 山善製薬 9.80
外用薬 2612703X1017 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキ 12.30
外用薬 2612703X1068 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキ．ＯＹ 日医工ファーマ 17.20
外用薬 2612703X1076 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキ「ケンエー」 健栄製薬 16.20
外用薬 2612703X1092 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキ「三恵」 三恵薬品 16.20
外用薬 2612703X1106 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキ　シオエ シオエ製薬 17.20
外用薬 2612703X1114 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 「純生」ヨーチン 純生薬品工業 16.20
外用薬 2612703X1149 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキ「タイセイ」 大成薬品工業 13.90
外用薬 2612703X1173 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ※ヨードチンキ（東海製薬） 東海製薬 17.20
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外用薬 2612703X1203 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキＦＭ フヂミ製薬所 16.90
外用薬 2612703X1220 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキ「マルイシ」 丸石製薬 17.20
外用薬 2612703X1246 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキ．ＹＩ 山田製薬 17.20
外用薬 2612703X1254 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ※ヨードチンキ（山善） 山善製薬 16.20
外用薬 2612703X1262 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキ「ヤクハン」 ヤクハン製薬 17.20
外用薬 2612703X1360 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキ「東豊」 東豊薬品 17.20
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 後発品 8.10
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 後発品 8.10
外用薬 2612704Q1068 希ヨードチンキ １０ｍＬ 山善稀ヨーチン 山善製薬 後発品 8.10
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 後発品 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 後発品 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 後発品 26.70
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 後発品 24.50
外用薬 2612706Q3035 ヨウ素 １０ｍＬ プレポダインフィールド１％ 丸石製薬 後発品 34.20
外用薬 2612707X1015 ヨードホルム １ｇ 局 ヨードホルム 18.40
外用薬 2614700X1018 オキシドール １０ｍＬ 局 オキシドール 7.40
外用薬 2614700X1140 オキシドール １０ｍＬ 局 オキシドール　シオエ シオエ製薬 7.60
外用薬 2614700X1166 オキシドール １０ｍＬ 局 オキシドール「タイセイ」 大成薬品工業 7.60
外用薬 2614700X1212 オキシドール １０ｍＬ 局 オキシドール「ホエイ」 マイラン製薬 7.60
外用薬 2614700X1263 オキシドール １０ｍＬ 局 オキシドール恵美須 恵美須薬品化工 7.60
外用薬 2614700X1379 オキシドール １０ｍＬ 局 オキシドール「ヨシダ」 吉田製薬 7.60
外用薬 2614700X1417 オキシドール １０ｍＬ 局 オキシドールＦＭ フヂミ製薬所 7.60
外用薬 2614700X1433 オキシドール １０ｍＬ 局 オキシフル液３％ 第一三共 7.60
外用薬 2614700X1441 オキシドール １０ｍＬ 局 オキシドール消毒用液「マルイシ」 丸石製薬 7.60
外用薬 2614701X1012 過マンガン酸カリウム １０ｇ 局 過マンガン酸カリウム 17.60
外用薬 2614701X1063 過マンガン酸カリウム １０ｇ 局 過マンガン酸カリウム「ケンエー」 健栄製薬 18.30
外用薬 2614701X1110 過マンガン酸カリウム １０ｇ 局 ※過マンガン酸カリウム（山善） 山善製薬 18.30
外用薬 2614701X1128 過マンガン酸カリウム １０ｇ 局 過マンガン酸カリウム「ヤクハン」 ヤクハン製薬 17.80
外用薬 2615700X1015 イソプロパノール １０ｍＬ 局 イソプロパノール 4.70
外用薬 2615700X1023 イソプロパノール １０ｍＬ 局 イソプロパノール「アマカス」 甘糟化学産業 4.80
外用薬 2615700X1066 イソプロパノール １０ｍＬ 局 イソプロパノール．ＯＩ 日医工ファーマ 4.80
外用薬 2615700X1082 イソプロパノール １０ｍＬ 局 イソプロパノール「ケンエー」 健栄製薬 4.80
外用薬 2615700X1090 イソプロパノール １０ｍＬ 局 ※イソプロパノール（小堺） 小堺製薬 4.80
外用薬 2615700X1120 イソプロパノール １０ｍＬ 局 イソプロパノール　シオエ シオエ製薬 4.80
外用薬 2615700X1147 イソプロパノール １０ｍＬ 局 イソプロパノール「タイセイ」 大成薬品工業 4.80
外用薬 2615700X1171 イソプロパノール １０ｍＬ 局 ※イソプロパノール（東海製薬） 東海製薬 4.80
外用薬 2615700X1210 イソプロパノール １０ｍＬ 局 イソプロパノール「マルイシ」 丸石製薬 4.80
外用薬 2615700X1252 イソプロパノール １０ｍＬ 局 ※イソプロパノール（山善） 山善製薬 4.80
外用薬 2615700X1295 イソプロパノール １０ｍＬ 局 イソプロパノール「ニッコー」 日興製薬 4.80
外用薬 2615700X1341 イソプロパノール １０ｍＬ 局 イソプロパノールＦＭ フヂミ製薬所 4.80
外用薬 2615700X1368 イソプロパノール １０ｍＬ 局 イソプロパノール「ヨシダ」 吉田製薬 4.80
外用薬 2615701Q1040 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 今津消毒用イソプロピルアルコール５

０
今津薬品工業 後発品 3.70

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 後発品 3.70
外用薬 2615701Q1090 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ※５０％イソプロピルアルコール（丸

石）
丸石製薬 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 3.70

外用薬 2615701Q1201 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ５０Ｖ／Ｖ％東豊消毒アルコール 東豊薬品 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 後発品 3.70

外用薬 2615701Q1279 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 消毒用プロピルアルコール「タカス
ギ」５０Ｖ／Ｖ％

高杉製薬 後発品 3.70

外用薬 2615701Q1309 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 昭和消毒用イソプロ５０ 昭和製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 3.70

外用薬 2615701Q1465 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロ－５０％消毒液「シオエ」 シオエ製薬 3.70
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 後発品 3.70

外用薬 2615701Q1481 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ イソプロパノール消毒液５０％「ヨシ
ダ」

吉田製薬 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 4.40
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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 後発品 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 後発品 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 後発品 4.40
外用薬 2615701Q2127 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ※７０％イソプロピルアルコール（丸

石）
丸石製薬 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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」
純生薬品工業 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 4.40

外用薬 2615702X1014 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール 9.50
外用薬 2615702X1022 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「アマカス」 甘糟化学産業 13.90
外用薬 2615702X1073 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール．ＯＩ 日医工ファーマ 13.90
外用薬 2615702X1081 エタノール １０ｍＬ 局 ※エタノール（兼一） 兼一薬品工業 13.60
外用薬 2615702X1103 エタノール １０ｍＬ 局 ※エタノール（小堺） 小堺製薬 14.60
外用薬 2615702X1111 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「三恵」 三恵薬品 14.60
外用薬 2615702X1120 エタノール １０ｍＬ 局 「純生」局エタ 純生薬品工業 13.60
外用薬 2615702X1138 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール　シオエ シオエ製薬 13.60
外用薬 2615702X1162 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「タイセイ」 大成薬品工業 14.60
外用薬 2615702X1197 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール〈ハチ〉 東洋製薬化成 14.60
外用薬 2615702X1200 エタノール １０ｍＬ 局 ※エタノール（東海製薬） 東海製薬 13.90
外用薬 2615702X1219 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「長堀」 長堀薬品 12.60
外用薬 2615702X1227 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「メタル」 中北薬品 12.60
外用薬 2615702X1251 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「マルイシ」 丸石製薬 13.90
外用薬 2615702X1286 エタノール １０ｍＬ 局 ※エタノール（山善） 山善製薬 14.60
外用薬 2615702X1294 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール．ＹＩ 山田製薬 13.90
外用薬 2615702X1308 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「ヤクハン」 ヤクハン製薬 13.60
外用薬 2615702X1316 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「アトル」 アトルファーマ 13.90
外用薬 2615702X1324 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「イマヅ」 今津薬品工業 11.80
外用薬 2615702X1332 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「コニシ」 コニシ 13.60
外用薬 2615702X1359 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「タカスギ」 高杉製薬 14.20
外用薬 2615702X1375 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「ニッコー」 日興製薬 14.60
外用薬 2615702X1383 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 13.90
外用薬 2615702X1413 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール（ミツマル） サンケミファ 14.60
外用薬 2615702X1421 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「ヨシダ」 吉田製薬 13.90
外用薬 2615702X1430 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「ケンエー」 健栄製薬 14.20
外用薬 2615702X1456 エタノール １０ｍＬ 局 ※エタノール（大和薬品） 大和薬品工業 13.90
外用薬 2615702X1480 エタノール １０ｍＬ 局 エタノール「東豊」 東豊薬品 12.60
外用薬 2615703X1019 消毒用エタノール １０ｍＬ 局 消毒用エタノール 13.40
外用薬 2615704X1013 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール 9.50
外用薬 2615704X1021 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「アマカス」 甘糟化学産業 16.20
外用薬 2615704X1072 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール．ＯＩ 日医工ファーマ 16.20
外用薬 2615704X1099 無水エタノール １０ｍＬ 局 ※無水エタノール（小堺） 小堺製薬 16.20
外用薬 2615704X1102 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「三恵」 三恵薬品 16.80
外用薬 2615704X1110 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール　シオエ シオエ製薬 15.10
外用薬 2615704X1129 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「司生堂」 司生堂製薬 13.80
外用薬 2615704X1137 無水エタノール １０ｍＬ 局 「純生」無水エタ 純生薬品工業 16.20
外用薬 2615704X1153 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「タイセイ」 大成薬品工業 16.80
外用薬 2615704X1188 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール〈ハチ〉 東洋製薬化成 16.80
外用薬 2615704X1196 無水エタノール １０ｍＬ 局 ※無水エタノール（東海製薬） 東海製薬 16.70
外用薬 2615704X1200 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「長堀」 長堀薬品 12.30
外用薬 2615704X1234 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「マルイシ」 丸石製薬 16.20
外用薬 2615704X1250 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「ヤクハン」 ヤクハン製薬 13.80
外用薬 2615704X1269 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール．ＹＩ 山田製薬 16.80
外用薬 2615704X1277 無水エタノール １０ｍＬ 局 ※無水エタノール（山善） 山善製薬 16.80
外用薬 2615704X1285 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「イマヅ」 今津薬品工業 13.80
外用薬 2615704X1293 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「コニシ」 コニシ 13.80
外用薬 2615704X1315 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「ニッコー」 日興製薬 15.10
外用薬 2615704X1323 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 16.70
外用薬 2615704X1340 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール（ミツマル） サンケミファ 16.20
外用薬 2615704X1358 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「ヨシダ」 吉田製薬 16.20
外用薬 2615704X1366 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「ケンエー」 健栄製薬 16.70
外用薬 2615704X1382 無水エタノール １０ｍＬ 局 ※無水エタノール（大和薬品） 大和薬品工業 16.80
外用薬 2615704X1412 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール「東豊」 東豊薬品 10.80
外用薬 2615705Q1021 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールＢ液「ケンエー」 健栄製薬 11.80
外用薬 2615705Q1030 エタノール １０ｍＬ エコ消エタ 吉田製薬 6.30
外用薬 2615705Q1048 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノール液ＩＰ 健栄製薬 6.30
外用薬 2615705Q1056 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールＢ液ＩＰ 健栄製薬 6.30
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外用薬 2615705Q1064 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタプロコール 日興製薬 後発品 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 後発品 6.30
外用薬 2615705Q1080 エタノール １０ｍＬ オー消エタ 日医工ファーマ 後発品 6.30
外用薬 2615705Q1099 エタノール １０ｍＬ 消エタコア 東海製薬 後発品 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 後発品 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 後発品 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 後発品 6.30
外用薬 2615705Q1145 エタノール １０ｍＬ 消エタサラコール サラヤ 後発品 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 後発品 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 後発品 6.30
外用薬 2615705Q1200 エタノール １０ｍＬ エコ消エタ消毒液 吉田製薬 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 後発品 6.30
外用薬 2616700Q1018 塩化ベンザルコニウム １０％１０ｍＬ 局 塩化ベンザルコニウム液 6.40
外用薬 2616700Q1085 塩化ベンザルコニウム １０％１０ｍＬ 局 塩化ベンザルコニウム液１０〈ハチ〉 東洋製薬化成 6.50
外用薬 2616700Q1140 塩化ベンザルコニウム １０％１０ｍＬ 局 ※塩化ベンザルコニウム液（山善） 山善製薬 6.50
外用薬 2616700Q1212 塩化ベンザルコニウム １０％１０ｍＬ 局 塩化ベンザルコニウム液（１０Ｗ／

Ｖ％）恵美須
恵美須薬品化工 6.50

外用薬 2616700Q1409 塩化ベンザルコニウム １０％１０ｍＬ 局 ホエスミン マイラン製薬 6.50
外用薬 2616700Q1468 塩化ベンザルコニウム １０％１０ｍＬ 局 オスバン１０％消毒剤 日本製薬 6.50
外用薬 2616700Q1522 塩化ベンザルコニウム １０％１０ｍＬ 局 逆性石鹸消毒液１０％「シオエ」 シオエ製薬 6.50
外用薬 2616700Q1557 塩化ベンザルコニウム １０％１０ｍＬ 局 オロナイン外用液１０％ 大塚製薬工場 6.50
外用薬 2616700Q1638 塩化ベンザルコニウム １０％１０ｍＬ 局 ホエスミン消毒液１０％ マイラン製薬 6.50
外用薬 2616700Q1646 塩化ベンザルコニウム １０％１０ｍＬ 局 オスバン消毒液１０％ 日本製薬 6.50
外用薬 2616700Q2014 塩化ベンザルコニウム ５０％１０ｍＬ 局 塩化ベンザルコニウム液 9.50
外用薬 2616700Q3010 濃塩化ベンザルコニウム

液
１０ｍＬ 局 濃塩化ベンザルコニウム液５０ 9.50

外用薬 2616700Q3045 濃塩化ベンザルコニウム
液

１０ｍＬ 局 ５０％塩化ベンザルコニウム液「ヤク
ハン」

ヤクハン製薬 14.50

外用薬 2616700Q3061 濃塩化ベンザルコニウム
液

１０ｍＬ 局 逆性石ケン液５０「ヨシダ」 吉田製薬 16.20
外用薬 2616700Q3118 濃塩化ベンザルコニウム

液
１０ｍＬ 局 ホエスミン５０ フヂミ製薬所 16.20

外用薬 2616700Q3142 濃塩化ベンザルコニウム
液

１０ｍＬ 局 ヂアミトール消毒用液５０Ｗ／Ｖ％ 丸石製薬 16.20
外用薬 2616700Q3150 濃塩化ベンザルコニウム

液
１０ｍＬ 局 ビオシドール消毒液５０％ シオエ製薬 13.40

外用薬 2616700Q3169 濃塩化ベンザルコニウム
液

１０ｍＬ 局 ホエスミン消毒液５０％ フヂミ製薬所 16.20
外用薬 2616700Q4017 塩化ベンザルコニウム ０．０２５％１０ｍＬ 局 塩化ベンザルコニウム液 5.50
外用薬 2616700Q4041 塩化ベンザルコニウム ０．０２５％１０ｍＬ 局 ０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 日興製薬 5.60
外用薬 2616700Q5013 塩化ベンザルコニウム ０．０５％１０ｍＬ 局 塩化ベンザルコニウム液 5.50
外用薬 2616700Q5021 塩化ベンザルコニウム ０．０５％１０ｍＬ 局 ザルコニン液０．０５ 健栄製薬 5.60
外用薬 2616700Q5030 塩化ベンザルコニウム ０．０５％１０ｍＬ 局 逆性石ケン液０．０５「ヨシダ」 吉田製薬 5.60
外用薬 2616700Q5048 塩化ベンザルコニウム ０．０５％１０ｍＬ 局 ０．０５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 日興製薬 5.60
外用薬 2616700Q5064 塩化ベンザルコニウム ０．０５％１０ｍＬ 局 ０．０５％ヤクゾール水 ヤクハン製薬 5.60
外用薬 2616700Q6010 塩化ベンザルコニウム ０．１％１０ｍＬ 局 塩化ベンザルコニウム液 5.50
外用薬 2616700Q6028 塩化ベンザルコニウム ０．１％１０ｍＬ 局 ザルコニン液０．１ 健栄製薬 5.60
外用薬 2616700Q6036 塩化ベンザルコニウム ０．１％１０ｍＬ 局 逆性石ケン液０．１「ヨシダ」 吉田製薬 5.60
外用薬 2616700Q6060 塩化ベンザルコニウム ０．１％１０ｍＬ 局 ０．１％ヤクゾール水 ヤクハン製薬 5.60
外用薬 2616700Q7016 塩化ベンザルコニウム ０．２％１０ｍＬ 局 塩化ベンザルコニウム液 5.60
外用薬 2616700Q8012 塩化ベンザルコニウム ０．０１％１０ｍＬ 局 塩化ベンザルコニウム液 5.50
外用薬 2616700Q8020 塩化ベンザルコニウム ０．０１％１０ｍＬ 局 ザルコニン液０．０１ 健栄製薬 5.60
外用薬 2616700Q9019 塩化ベンザルコニウム ０．０２％１０ｍＬ 局 塩化ベンザルコニウム液 5.50
外用薬 2616700Q9035 塩化ベンザルコニウム ０．０２％１０ｍＬ 局 ザルコニン液０．０２ 健栄製薬 5.60
外用薬 2616701Q1012 塩化ベンゼトニウム １０％１０ｍＬ 局 塩化ベンゼトニウム液 9.40
外用薬 2616701Q2019 塩化ベンゼトニウム ０．０２％１０ｍＬ 局 塩化ベンゼトニウム液 4.70
外用薬 2616701Q3015 塩化ベンゼトニウム ０．０２５％１０ｍＬ 局 塩化ベンゼトニウム液 4.70
外用薬 2616701Q4011 塩化ベンゼトニウム ０．０５％１０ｍＬ 局 塩化ベンゼトニウム液 4.70
外用薬 2616701Q5018 塩化ベンゼトニウム ０．１％１０ｍＬ 局 塩化ベンゼトニウム液 5.50
外用薬 2616701Q5026 塩化ベンゼトニウム ０．１％１０ｍＬ 局 ベゼトン液０．１ 健栄製薬 5.60
外用薬 2616701Q6014 塩化ベンゼトニウム ０．２％１０ｍＬ 局 塩化ベンゼトニウム液 5.50
外用薬 2616701Q7010 塩化ベンゼトニウム ０．０１％１０ｍＬ 局 塩化ベンゼトニウム液 4.70
外用薬 2616701X1017 塩化ベンゼトニウム １０ｇ 局 塩化ベンゼトニウム 9.40
外用薬 2616702X1011 塩化メチルロザニリン １ｇ 局 塩化メチルロザニリン 24.30
外用薬 2616703Q1011 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 クレゾール石ケン液 9.20
外用薬 2616703Q1062 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 クレゾール石ケン液．ＯＩ 日医工ファーマ 9.40
外用薬 2616703Q1089 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 ※クレゾール石ケン液（小堺） 小堺製薬 9.40
外用薬 2616703Q1127 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 クレゾール石ケン液　シオエ シオエ製薬 9.40
外用薬 2616703Q1151 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 クレゾール石ケン液「タイセイ」 大成薬品工業 9.40
外用薬 2616703Q1178 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 クレゾール石ケン液〈ハチ〉 東洋製薬化成 9.40
外用薬 2616703Q1224 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 クレゾール石ケン液ＦＭ フヂミ製薬所 9.40
外用薬 2616703Q1259 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 ※クレゾール石ケン液（山善） 山善製薬 9.40
外用薬 2616703Q1267 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 クレゾール石ケン液．ＹＩ 山田製薬 9.40
外用薬 2616703Q1275 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 クレゾール石ケン液「ヤクハン」 ヤクハン製薬 9.40
外用薬 2616703Q1321 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 クレゾール石ケン液「ニッコー」 日興製薬 9.40
外用薬 2616703Q1356 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 クレゾール石ケン液「ヨシダ」 吉田製薬 9.40
外用薬 2616706X1010 薬用石ケン １０ｇ 局 薬用石ケン 56.00
外用薬 2616706X1036 薬用石ケン １０ｇ 局 「純生」浣石 純生薬品工業 59.10
外用薬 2616707Q1028 塩化ベンザルコニウム ０．０２％１０ｍＬ プリビーシー液０．０２％ 大塚製薬工場 後発品 5.60
外用薬 2616707Q1036 塩化ベンザルコニウム ０．０２％１０ｍＬ ０．０２％ヤクゾール水 ヤクハン製薬 後発品 5.60
外用薬 2616707Q2024 塩化ベンザルコニウム ０．０５％１０ｍＬ プリビーシー液０．０５％ 大塚製薬工場 後発品 5.60
外用薬 2616707Q3020 塩化ベンザルコニウム ０．１％１０ｍＬ プリビーシー液０．１％ 大塚製薬工場 後発品 5.60
外用薬 2616707Q3039 塩化ベンザルコニウム ０．１％１０ｍＬ ヤクゾールＥ液０．１ ヤクハン製薬 後発品 5.60
外用薬 2616707Q4027 塩化ベンザルコニウム １０％１０ｍＬ ザルコニンＧ消毒液１０ 健栄製薬 後発品 6.30
外用薬 2619700Q1028 アクリノール ０．１％１０ｍＬ アクリノール０．１％液「ヨシダ」 吉田製薬 7.30
外用薬 2619700Q1036 アクリノール ０．１％１０ｍＬ ※アクリノール液（エビス） エビス製薬 後発品 7.30
外用薬 2619700Q1125 アクリノール ０．１％１０ｍＬ 東海アクリノール液 東海製薬 後発品 7.30
外用薬 2619700Q1168 アクリノール ０．１％１０ｍＬ ０．１％アクリノール液「ヤクハン」 ヤクハン製薬 後発品 6.50
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