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外用薬 2639700Q1055 ナジフロキサシン １％１ｍＬ アクアチムローション１％ 大塚製薬 46.10
外用薬 2639802M1026 クロラムフェニコール・

フラジオマイシン配合剤
１ｇ クロマイ－Ｐ軟膏 第一三共 40.00

外用薬 2639802M1034 クロラムフェニコール・
フラジオマイシン配合剤

１ｇ ハイセチンＰ軟膏 富士製薬工業 後発品 25.30

外用薬 2639804M1025 塩酸オキシテトラサイク
リン・硫酸ポリミキシン

１ｇ テラマイシン軟膏（ポリミキシンＢ含
有）

陽進堂 11.60

外用薬 2639805M1020 バシトラシン・硫酸フラ
ジオマイシン

（ＢＴＲＣ２５０単位
ＦＲＭ２ｍｇ）１ｇ

バラマイシン軟膏 東洋製薬化成 7.60

外用薬 2639806L1029 硫酸フラジオマイシン・
トリプシン

１ｇ フランセチン・Ｔ・パウダー 持田製薬 23.90

外用薬 2641700X1015 サリチル酸メチル １ｍＬ 局 サリチル酸メチル 5.90
外用薬 2642701X1017 ジフェンヒドラミン ５ｇ１管 局 ジフェンヒドラミン 306.50
外用薬 2642702N1029 ジフェンヒドラミン １％１０ｇ レスタミンコーワクリーム１％ 興和 32.50
外用薬 2642702N1037 ジフェンヒドラミン １％１０ｇ ジフェンヒドラミンクリーム１％「タ

イヨー」
大洋薬品工業 31.30

外用薬 2642703M1036 ラウリル硫酸ジフェンヒ
ドラミン

４％１０ｇ ベナパスタ軟膏４％ 田辺三菱製薬 33.10

外用薬 2643700X1010 アンモニア水 １０ｍＬ 局 アンモニア水 3.00
外用薬 2643700X1052 アンモニア水 １０ｍＬ 局 アンモニア水．ＯＹ 日医工ファーマ 8.00
外用薬 2643700X1060 アンモニア水 １０ｍＬ 局 アンモニア水「ケンエー」 健栄製薬 8.00
外用薬 2643700X1079 アンモニア水 １０ｍＬ 局 ※アンモニア水（小堺） 小堺製薬 3.90
外用薬 2643700X1087 アンモニア水 １０ｍＬ 局 アンモニア水　シオエ シオエ製薬 7.90
外用薬 2643700X1109 アンモニア水 １０ｍＬ 局 アンモニア水「タイセイ」 大成薬品工業 6.70
外用薬 2643700X1150 アンモニア水 １０ｍＬ 局 アンモニア水「マルイシ」 丸石製薬 7.90
外用薬 2643700X1192 アンモニア水 １０ｍＬ 局 ※アンモニア水（山善） 山善製薬 7.40
外用薬 2643700X1257 アンモニア水 １０ｍＬ 局 アンモニア水「ニッコー」 日興製薬 7.40
外用薬 2644700X1076 酢酸鉛 １０ｇ 酢酸鉛「純生」 純生薬品工業 後発品 19.70
外用薬 2644700X1114 酢酸鉛 １０ｇ 山善酢酸鉛 山善製薬 後発品 25.90
外用薬 2645700Q1028 カンフル １０ｍＬ 「エビス」カンフル精 日興製薬 後発品 20.60
外用薬 2645700Q1044 カンフル １０ｍＬ ※カンフル精（小堺） 小堺製薬 後発品 20.60
外用薬 2645700Q1052 カンフル １０ｍＬ カンフル精シオエ シオエ製薬 後発品 22.70
外用薬 2645700Q1060 カンフル １０ｍＬ ※カンフル精（東洋製薬） 東洋製薬化成 22.10
外用薬 2645700Q1079 カンフル １０ｍＬ ※カンフル精（フヂミ） フヂミ製薬所 後発品 22.70
外用薬 2645700Q1095 カンフル １０ｍＬ ※カンフル精（ヤクハン） ヤクハン製薬 後発品 22.70
外用薬 2645700Q1109 カンフル １０ｍＬ ※カンフル精（山善） 山善製薬 後発品 20.60
外用薬 2645700Q1125 カンフル １０ｍＬ ※カンフルチンキ（日医工ファーマ） 日医工ファーマ 後発品 22.70
外用薬 2645700Q1141 カンフル １０ｍＬ 純生カンフル精 純生薬品工業 後発品 23.30
外用薬 2645700Q1150 カンフル １０ｍＬ 東豊カンフルチンキ 東豊薬品 20.60
外用薬 2645701X1019 ｄｌ－カンフル １ｇ 局 ｄｌ－カンフル 7.40
外用薬 2645702X1013 ｄ－カンフル １ｇ 局 ｄ－カンフル 8.80
外用薬 2646700M1058 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ テクスメテン軟膏 佐藤製薬 18.50
外用薬 2646700M1074 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ ネリゾナ軟膏 インテンディス 33.20
外用薬 2646700M1120 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ アフゾナ軟膏０．１％ 前田薬品工業 後発品 13.50
外用薬 2646700M1139 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ ユートロン軟膏０．１％ 辰巳化学 後発品 12.10
外用薬 2646700M1147 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ アルゾナ軟膏０．１％ 東光薬品工業 後発品 12.50
外用薬 2646700M1155 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ テクスメテン軟膏０．１％ 佐藤製薬 18.50
外用薬 2646700M1163 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ ネリゾナ軟膏０．１％ インテンディス 33.20
外用薬 2646700N1053 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ テクスメテンユニバーサルクリーム 佐藤製薬 18.50
外用薬 2646700N1070 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ ネリゾナクリーム インテンディス 33.20
外用薬 2646700N1088 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ ネリゾナユニバーサルクリーム インテンディス 33.20
外用薬 2646700N1118 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ アフゾナクリーム０．１％ 前田薬品工業 後発品 13.50
外用薬 2646700N1126 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ ユートロンユニバーサルクリーム０．

１％
辰巳化学 後発品 12.10

外用薬 2646700N1134 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ アルゾナユニバーサルクリーム０．
１％

東光薬品工業 後発品 12.50
外用薬 2646700N1142 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ テクスメテン　ユニバーサル　クリー

ム０．１％
佐藤製薬 18.50

外用薬 2646700N1150 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ ネリゾナクリーム０．１％ インテンディス 33.20
外用薬 2646700N1169 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｇ ネリゾナユニバーサルクリーム０．

１％
インテンディス 33.20

外用薬 2646700Q1025 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｍＬ ネリゾナソリューション インテンディス 33.20
外用薬 2646700Q1041 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｍＬ アフゾナローション０．１％ 前田薬品工業 後発品 13.50
外用薬 2646700Q1050 吉草酸ジフルコルトロン ０．１％１ｍＬ ネリゾナソリューション０．１％ インテンディス 33.20
外用薬 2646701M2059 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ ケリグロール軟膏 摩耶堂製薬 後発品 8.80
外用薬 2646701M2105 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ ベクトミラン軟膏０．１２％ 東和薬品 後発品 10.30
外用薬 2646701M2121 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ ベトネベート軟膏 グラクソ・スミス

クライン
31.10

外用薬 2646701M2156 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ 塩野義製薬 31.10
外用薬 2646701M2164 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ デルモゾール軟膏０．１２％ 岩城製薬 後発品 8.20
外用薬 2646701M2172 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ ケリグロール軟膏０．１２％ 摩耶堂製薬 後発品 8.80
外用薬 2646701M2180 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ ベトネベート軟膏０．１２％ グラクソ・スミス

クライン
31.10

外用薬 2646701N2046 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ ケリグロールクリーム 摩耶堂製薬 後発品 8.80
外用薬 2646701N2097 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ ベトネベートクリーム グラクソ・スミス

クライン
31.10

外用薬 2646701N2135 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ 塩野義製薬 31.10
外用薬 2646701N2143 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ ノルコットクリーム０．１２％ 辰巳化学 後発品 7.30
外用薬 2646701N2151 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ ケリグロールクリーム０．１２％ 摩耶堂製薬 後発品 8.80
外用薬 2646701N2160 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｇ ベトネベートクリーム０．１２％ グラクソ・スミス

クライン
31.10

外用薬 2646701Q1038 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｍＬ リンデロン－Ｖローション 塩野義製薬 31.10
外用薬 2646701Q1046 吉草酸ベタメタゾン ０．１２％１ｍＬ デルモゾールローション０．１２％ 岩城製薬 後発品 8.20
外用薬 2646701S2031 吉草酸ベタメタゾン （０．３ｍｇ）５ｃｍ

×１０ｃｍ
トクダームテープ６μｇ／ｃ㎡ ニチバン 50.20

外用薬 2646701S3046 吉草酸ベタメタゾン （０．４５ｍｇ）７．
５ｃｍ×１０ｃｍ

トクダームテープ６μｇ／ｃ㎡ ニチバン 65.40
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外用薬 2646703M1019 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ ジプロピオン酸ベタメタゾン０．０６
４％軟膏

後発品 6.00

外用薬 2646703M1060 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ ダイプロセル軟膏 佐藤製薬 後発品 15.70

外用薬 2646703M1086 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ フロダーム軟膏 帝國製薬 後発品 10.20

外用薬 2646703M1094 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰ軟膏 塩野義製薬 32.00

外用薬 2646703M1108 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ ディーピーポロン軟膏 摩耶堂製薬 後発品 9.60

外用薬 2646703M1132 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ デルモゾールＤＰ軟膏０．０６４％ 岩城製薬 後発品 7.40

外用薬 2646703M1140 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ ダイプロセル軟膏０．０６４％ 佐藤製薬 後発品 15.70

外用薬 2646703M1159 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ ディーピーポロン軟膏０．０６４％ 摩耶堂製薬 後発品 9.60

外用薬 2646703M1167 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ フロダーム軟膏０．０６４％ 帝國製薬 後発品 10.20

外用薬 2646703N1014 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ ジプロピオン酸ベタメタゾン０．０６
４％クリーム

後発品 6.00

外用薬 2646703N1049 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ ダイプロセルクリーム 佐藤製薬 後発品 15.70

外用薬 2646703N1065 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ フロダームクリーム 帝國製薬 後発品 9.40

外用薬 2646703N1073 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰクリーム 塩野義製薬 32.00

外用薬 2646703N1081 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ ディーピーポロンクリーム 摩耶堂製薬 後発品 9.60

外用薬 2646703N1111 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ デルモゾールＤＰクリーム０．０６
４％

岩城製薬 後発品 8.70

外用薬 2646703N1120 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ ダイプロセルクリーム０．０６４％ 佐藤製薬 後発品 15.70

外用薬 2646703N1138 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ ディーピーポロンクリーム０．０６
４％

摩耶堂製薬 後発品 9.60

外用薬 2646703N1146 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ フロダームクリーム０．０６４％ 帝國製薬 後発品 9.40

外用薬 2646703Q1029 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰゾル 塩野義製薬 32.00

外用薬 2646703Q2033 ジプロピオン酸ベタメタ
ゾン

０．０６４％１ｍＬ デルモゾールＤＰローション０．０６
４％

岩城製薬 後発品 8.80

外用薬 2646704M2010 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン０．１％軟膏 後発品 6.80
外用薬 2646704M2206 デキサメタゾン ０．１％１ｇ ビスオＤＳ軟膏 帝國製薬 後発品 10.90
外用薬 2646704M2222 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメサゾン軟膏０．１％「イワ

キ」
岩城製薬 後発品 9.70

外用薬 2646704M2230 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメサゾン軟膏０．１％「サト
ウ」

佐藤製薬 後発品 10.90
外用薬 2646704M2249 デキサメタゾン ０．１％１ｇ ビスオＤＳ軟膏０．１％ 帝國製薬 後発品 10.90
外用薬 2646704N1019 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン０．１％クリーム 後発品 6.80
外用薬 2646704N1043 デキサメタゾン ０．１％１ｇ オイラゾンクリーム０．１％ ノバルティス

ファーマ
後発品 44.50

外用薬 2646704N1051 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメサゾンクリーム０．１％「イ
ワキ」

岩城製薬 後発品 9.70

外用薬 2646704N2023 デキサメタゾン ０．０５％１ｇ オイラゾンクリーム０．０５％ ノバルティス
ファーマ

後発品 40.30

外用薬 2646704Q1031 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメサゾンローション０．１％
「イワキ」

岩城製薬 後発品 9.70

外用薬 2646705M1018 トリアムシノロンアセト
ニド

０．１％１ｇ トリアムシノロンアセトニド０．１％
軟膏

後発品 5.10

外用薬 2646705M1107 トリアムシノロンアセト
ニド

０．１％１ｇ レダコート軟膏０．１％ アルフレッサ
ファーマ

26.60

外用薬 2646705M1123 トリアムシノロンアセト
ニド

０．１％１ｇ トリシノロンゲル０．１％ 東興薬品工業 後発品 27.80

外用薬 2646705N1013 トリアムシノロンアセト
ニド

０．１％１ｇ トリアムシノロンアセトニド０．１％
クリーム

後発品 5.10

外用薬 2646705N1072 トリアムシノロンアセト
ニド

０．１％１ｇ レダコートクリーム０．１％ アルフレッサ
ファーマ

26.60

外用薬 2646705N1099 トリアムシノロンアセト
ニド

０．１％１ｇ トリシノロンクリーム０．１％ 東興薬品工業 後発品 27.80

外用薬 2646707M1041 ピバル酸フルメタゾン ０．０２％１ｇ テストーゲン軟膏０．０２％ 前田薬品工業 後発品 11.80
外用薬 2646708M1046 フルオシノニド ０．０５％１ｇ グリコベース軟膏 摩耶堂製薬 後発品 8.90
外用薬 2646708M1119 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ビスコザール軟膏 帝國製薬 後発品 9.70
外用薬 2646708M1208 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ハケロン軟膏０．０５％ 辰巳化学 後発品 5.70
外用薬 2646708M1216 フルオシノニド ０．０５％１ｇ トプシム軟膏０．０５％ 田辺三菱製薬 27.60
外用薬 2646708M1224 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ルーフル軟膏０．０５％ 久光製薬 後発品 14.40
外用薬 2646708M1232 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロン軟膏０．０５％ 東興薬品工業 後発品 18.80
外用薬 2646708M1240 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ベスタゾン軟膏０．０５％ 池田薬品工業 後発品 9.50
外用薬 2646708M1259 フルオシノニド ０．０５％１ｇ グリコベース軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 後発品 8.90
外用薬 2646708M1267 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ビスコザール軟膏０．０５％ 帝國製薬 後発品 9.70
外用薬 2646708N1041 フルオシノニド ０．０５％１ｇ グリコベースクリーム 摩耶堂製薬 後発品 8.90
外用薬 2646708N1130 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ビスコザールクリーム 帝國製薬 後発品 9.70
外用薬 2646708N1220 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ソルニムクリーム０．０５％ 東和薬品 後発品 10.00
外用薬 2646708N1238 フルオシノニド ０．０５％１ｇ トプシムＥクリーム０．０５％ 田辺三菱製薬 27.60
外用薬 2646708N1246 フルオシノニド ０．０５％１ｇ トプシムクリーム０．０５％ 田辺三菱製薬 27.60
外用薬 2646708N1254 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ルーフルゲル０．０５％ 久光製薬 後発品 14.40
外用薬 2646708N1262 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロンクリーム０．０５％ 東興薬品工業 後発品 18.80
外用薬 2646708N1270 フルオシノニド ０．０５％１ｇ シマロンゲル０．０５％ 東興薬品工業 後発品 18.80
外用薬 2646708N1289 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ベスタゾンクリーム０．０５％ 池田薬品工業 後発品 9.50
外用薬 2646708N1297 フルオシノニド ０．０５％１ｇ グリコベースクリーム０．０５％ 摩耶堂製薬 後発品 8.90
外用薬 2646708N1300 フルオシノニド ０．０５％１ｇ ビスコザールクリーム０．０５％ 帝國製薬 後発品 9.70
外用薬 2646708Q1030 フルオシノニド ０．０５％１ｇ トプシムローション０．０５％ 田辺三菱製薬 27.60
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外用薬 2646708R2031 フルオシノニド ０．０１４３％１ｇ トプシムスプレー０．０１４３％ 田辺三菱製薬 15.70
外用薬 2646709M1091 フルオシノロンアセトニ

ド
０．０２５％１ｇ フルポロン軟膏 摩耶堂製薬 後発品 7.90

外用薬 2646709M1121 フルオシノロンアセトニ
ド

０．０２５％１ｇ フルコート軟膏０．０２５％ 田辺三菱製薬 23.10
外用薬 2646709M1130 フルオシノロンアセトニ

ド
０．０２５％１ｇ ポリシラール軟膏０．０２５％ 東和薬品 後発品 7.80

外用薬 2646709M1148 フルオシノロンアセトニ
ド

０．０２５％１ｇ フルポロン軟膏０．０２５％ 摩耶堂製薬 後発品 7.90
外用薬 2646709N1100 フルオシノロンアセトニ

ド
０．０２５％１ｇ フルコートクリーム０．０２５％ 田辺三菱製薬 23.10

外用薬 2646709Q1034 フルオシノロンアセトニ
ド

０．０１％１ｍＬ フルコート外用液０．０１％ 田辺三菱製薬 22.90
外用薬 2646709R2036 フルオシノロンアセトニ

ド
０．００７％１ｇ フルコートスプレー０．００７％ 田辺三菱製薬 11.80

外用薬 2646709S1023 フルオシノロンアセトニ
ド

（０．４ｍｇ）５ｃｍ
×１０ｃｍ

フルベアンコーワテープ 興和 51.10

外用薬 2646709S1031 フルオシノロンアセトニ
ド

（０．４ｍｇ）５ｃｍ
×１０ｃｍ

フルベアンコーワテープ８μｇ／ｃ㎡ 興和 51.10

外用薬 2646711S2051 フルドロキシコルチド （０．３ｍｇ）７．５
ｃｍ×１０ｃｍ

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃ㎡ 大日本住友製薬 88.70

外用薬 2646712M1131 プレドニゾロン ０．５％１ｇ プレドニゾロン軟膏０．５％（タツ
ミ）

辰巳化学 4.70
外用薬 2646712M1140 プレドニゾロン ０．５％１ｇ ※プレドニゾロン軟膏（０．５％）（東

興）
東興薬品工業 後発品 4.70

外用薬 2646712M1174 プレドニゾロン ０．５％１ｇ ※プレドニゾロン軟膏（マヤ） 摩耶堂製薬 後発品 6.40
外用薬 2646712M1190 プレドニゾロン ０．５％１ｇ プレドニゾロン軟膏０．５％「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 7.80

外用薬 2646712N1021 プレドニゾロン ０．５％１ｇ ビスオクリームＡ 帝國製薬 8.30
外用薬 2646712N1048 プレドニゾロン ０．５％１ｇ ビスオクリーム０．５％ 帝國製薬 8.30
外用薬 2646712N1056 プレドニゾロン ０．５％１ｇ プレドニゾロンクリーム０．５％「タ

ツミ」
辰巳化学 4.70

外用薬 2646712N1064 プレドニゾロン ０．５％１ｇ プレドニゾロンクリーム０．５％「マ
ヤ」

摩耶堂製薬 後発品 6.40

外用薬 2646713M1101 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ グリジール軟膏 佐藤製薬 後発品 11.50

外用薬 2646713M1128 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ デルトピカ軟膏０．０５％ 岩城製薬 後発品 9.30

外用薬 2646713M1136 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ デルモベート軟膏０．０５％ グラクソ・スミス
クライン

34.20

外用薬 2646713M1144 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ ソルベガ軟膏０．０５％ 久光製薬 後発品 25.40

外用薬 2646713M1152 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ マイアロン軟膏０．０５％ 前田薬品工業 後発品 12.90

外用薬 2646713M1160 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル
軟膏０．０５％「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 9.70

外用薬 2646713M1179 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ デルスパート軟膏０．０５％ 池田薬品工業 後発品 11.10

外用薬 2646713M1187 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ マハディ軟膏０．０５％ 協和新薬 後発品 12.50

外用薬 2646713M1195 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ グリジール軟膏０．０５％ 佐藤製薬 後発品 11.50

外用薬 2646713N1034 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ グリジールクリーム 佐藤製薬 後発品 11.50

外用薬 2646713N1123 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ デルモベートクリーム０．０５％ グラクソ・スミス
クライン

34.30

外用薬 2646713N1131 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ ソルベガクリーム０．０５％ 久光製薬 後発品 25.40

外用薬 2646713N1140 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ マイアロンクリーム０．０５％ 前田薬品工業 後発品 12.90

外用薬 2646713N1158 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ デルスパートクリーム０．０５％ 池田薬品工業 後発品 11.10

外用薬 2646713N1166 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ マハディクリーム０．０５％ 協和新薬 後発品 12.50

外用薬 2646713N1174 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ グリジールクリーム０．０５％ 佐藤製薬 後発品 11.50

外用薬 2646713Q1057 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ グリジールスカルプ 佐藤製薬 後発品 14.80

外用薬 2646713Q1073 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ デルトピカローション０．０５％ 岩城製薬 後発品 9.30

外用薬 2646713Q1081 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ デルモベートスカルプローション０．
０５％

グラクソ・スミス
クライン

39.40

外用薬 2646713Q1090 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ ソルベガゲル０．０５％ 久光製薬 後発品 25.40

外用薬 2646713Q1103 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ マイアロンローション０．０５％ 前田薬品工業 後発品 12.90

外用薬 2646713Q1111 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ マハディ外用液０．０５％ 協和新薬 後発品 14.50

外用薬 2646713Q1120 プロピオン酸クロベタ
ゾール

０．０５％１ｇ グリジールスカルプローション０．０
５％

佐藤製薬 後発品 14.80

外用薬 2646714M1033 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

０．０２５％１ｇ イペ軟膏 協和新薬 後発品 7.70

外用薬 2646714M1122 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

０．０２５％１ｇ プロパデルム軟膏 グラクソ・スミス
クライン

18.50

外用薬 2646714M1149 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

０．０２５％１ｇ ベクラシン軟膏 摩耶堂製薬 後発品 7.70

外用薬 2646714M1181 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

０．０２５％１ｇ プロパデルム軟膏０．０２５％ グラクソ・スミス
クライン

18.50

外用薬 2646714M1190 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

０．０２５％１ｇ ベクラシン軟膏０．０２５％ 摩耶堂製薬 後発品 7.70

外用薬 2646714N1039 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

０．０２５％１ｇ イペクリーム 協和新薬 後発品 7.30

外用薬 2646714N1128 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

０．０２５％１ｇ プロパデルムクリーム グラクソ・スミス
クライン

18.50

外用薬 2646714N1136 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

０．０２５％１ｇ ベクラシンクリーム 摩耶堂製薬 後発品 7.70

外用薬 2646714N1160 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

０．０２５％１ｇ プロパデルムクリーム０．０２５％ グラクソ・スミス
クライン

18.50
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外用薬 2646714N1179 プロピオン酸ベクロメタ
ゾン

０．０２５％１ｇ ベクラシンクリーム０．０２５％ 摩耶堂製薬 後発品 7.70

外用薬 2646717M1088 酪酸ヒドロコルチゾン ０．１％１ｇ アボコート軟膏０．１％ 佐藤製薬 後発品 10.40
外用薬 2646717M1096 酪酸ヒドロコルチゾン ０．１％１ｇ ロコイド軟膏０．１％ 鳥居薬品 18.50
外用薬 2646717N1075 酪酸ヒドロコルチゾン ０．１％１ｇ アボコートクリーム０．１％ 佐藤製薬 後発品 10.40
外用薬 2646717N1083 酪酸ヒドロコルチゾン ０．１％１ｇ ロコイドクリーム０．１％ 鳥居薬品 18.50
外用薬 2646718M1040 アムシノニド ０．１％１ｇ ビスダーム軟膏０．１％ 帝國製薬 31.80
外用薬 2646718N1045 アムシノニド ０．１％１ｇ ビスダームクリーム０．１％ 帝國製薬 31.80
外用薬 2646719M1060 ハルシノニド ０．１％１ｇ サワスチン軟膏０．１％ 沢井製薬 後発品 12.10
外用薬 2646719N1058 ハルシノニド ０．１％１ｇ サワスチンクリーム０．１％ 沢井製薬 後発品 12.10
外用薬 2646720M1020 吉草酸酢酸プレドニゾロ

ン
０．３％１ｇ リドメックスコーワ軟膏 興和 25.60

外用薬 2646720M1063 吉草酸酢酸プレドニゾロ
ン

０．３％１ｇ ユーメトン軟膏０．３％ 辰巳化学 後発品 8.60
外用薬 2646720M1071 吉草酸酢酸プレドニゾロ

ン
０．３％１ｇ スピラゾン軟膏０．３％ 岩城製薬 後発品 9.00

外用薬 2646720M1080 吉草酸酢酸プレドニゾロ
ン

０．３％１ｇ リドメックスコーワ軟膏０．３％ 興和 25.60
外用薬 2646720N1026 吉草酸酢酸プレドニゾロ

ン
０．３％１ｇ リドメックスコーワクリーム 興和 25.60

外用薬 2646720N1077 吉草酸酢酸プレドニゾロ
ン

０．３％１ｇ ユーメトンクリーム０．３％ 辰巳化学 後発品 8.60
外用薬 2646720N1085 吉草酸酢酸プレドニゾロ

ン
０．３％１ｇ スピラゾンクリーム０．３％ 岩城製薬 後発品 9.00

外用薬 2646720N1093 吉草酸酢酸プレドニゾロ
ン

０．３％１ｇ リドメックスコーワクリーム０．３％ 興和 25.60
外用薬 2646720Q1022 吉草酸酢酸プレドニゾロ

ン
０．３％１ｇ リドメックスコーワローション 興和 25.60

外用薬 2646720Q1057 吉草酸酢酸プレドニゾロ
ン

０．３％１ｇ スピラゾンローション０．３％ 岩城製薬 後発品 9.00
外用薬 2646720Q1065 吉草酸酢酸プレドニゾロ

ン
０．３％１ｇ リドメックスコーワローション０．

３％
興和 25.60

外用薬 2646721M1068 酪酸プロピオン酸ヒドロ
コルチゾン

０．１％１ｇ パンデル軟膏０．１％ 大正製薬 33.60

外用薬 2646721M1076 酪酸プロピオン酸ヒドロ
コルチゾン

０．１％１ｇ イトロン軟膏０．１％ 岩城製薬 後発品 12.00

外用薬 2646721M1084 酪酸プロピオン酸ヒドロ
コルチゾン

０．１％１ｇ ハーユロン軟膏０．１％ 辰巳化学 後発品 11.70

外用薬 2646721N1071 酪酸プロピオン酸ヒドロ
コルチゾン

０．１％１ｇ パンデルクリーム０．１％ 大正製薬 33.60

外用薬 2646721N1080 酪酸プロピオン酸ヒドロ
コルチゾン

０．１％１ｇ イトロンクリーム０．１％ 岩城製薬 後発品 12.00

外用薬 2646721N1098 酪酸プロピオン酸ヒドロ
コルチゾン

０．１％１ｇ ハーユロンクリーム０．１％ 辰巳化学 後発品 11.70

外用薬 2646721Q1051 酪酸プロピオン酸ヒドロ
コルチゾン

０．１％１ｍＬ パンデルローション０．１％ 大正製薬 33.60

外用薬 2646721Q1060 酪酸プロピオン酸ヒドロ
コルチゾン

０．１％１ｍＬ イトロンローション０．１％ 岩城製薬 後発品 12.00

外用薬 2646722M1046 酪酸クロベタゾン ０．０５％１ｇ クロベタポロン軟膏 摩耶堂製薬 後発品 12.70
外用薬 2646722M1062 酪酸クロベタゾン ０．０５％１ｇ ピータゾン軟膏 新生薬品工業 後発品 10.60
外用薬 2646722M1089 酪酸クロベタゾン ０．０５％１ｇ ミルドベート軟膏 帝國製薬 後発品 13.50
外用薬 2646722M1100 酪酸クロベタゾン ０．０５％１ｇ キンダベート軟膏０．０５％ グラクソ・スミス

クライン
38.10

外用薬 2646722M1119 酪酸クロベタゾン ０．０５％１ｇ キングローン軟膏０．０５％ 辰巳化学 後発品 10.60
外用薬 2646722M1127 酪酸クロベタゾン ０．０５％１ｇ パルデス軟膏０．０５％ 岩城製薬 後発品 11.90
外用薬 2646722M1135 酪酸クロベタゾン ０．０５％１ｇ キンダロン軟膏０．０５％ 前田薬品工業 後発品 13.20
外用薬 2646722M1143 酪酸クロベタゾン ０．０５％１ｇ クロベタポロン軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 後発品 12.70
外用薬 2646722M1151 酪酸クロベタゾン ０．０５％１ｇ ミルドベート軟膏０．０５％ 帝國製薬 後発品 13.50
外用薬 2646722N1033 酪酸クロベタゾン ０．０５％１ｇ パルデスクリーム０．０５％ 岩城製薬 後発品 11.90
外用薬 2646722Q1048 酪酸クロベタゾン ０．０５％１ｇ パルデスローション０．０５％ 岩城製薬 後発品 11.90
外用薬 2646722Q1056 酪酸クロベタゾン ０．０５％１ｇ キンダロンローション０．０５％ 前田薬品工業 後発品 13.20
外用薬 2646723M1032 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ ダイアコート軟膏 ファイザー 22.50
外用薬 2646723M1059 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ カイノチーム軟膏 摩耶堂製薬 後発品 9.10
外用薬 2646723M1130 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ テオロップ軟膏０．０５％ 辰巳化学 後発品 8.10
外用薬 2646723M1148 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ アナミドール軟膏０．０５％ 岩城製薬 後発品 8.20
外用薬 2646723M1156 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ ジフラール軟膏０．０５％ アステラス製薬 27.70
外用薬 2646723M1164 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ カイノチーム軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 後発品 9.10
外用薬 2646723M1172 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ ダイアコート軟膏０．０５％ ファイザー 22.50
外用薬 2646723N1038 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ ダイアコートクリーム ファイザー 22.50
外用薬 2646723N1054 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ カイノチームクリーム 摩耶堂製薬 後発品 9.10
外用薬 2646723N1127 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ アナミドールクリーム０．０５％ 岩城製薬 後発品 8.20
外用薬 2646723N1135 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ ジフラールクリーム０．０５％ アステラス製薬 27.70
外用薬 2646723N1143 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ カイノチームクリーム０．０５％ 摩耶堂製薬 後発品 9.10
外用薬 2646723N1151 酢酸ジフロラゾン ０．０５％１ｇ ダイアコートクリーム０．０５％ ファイザー 22.50
外用薬 2646724M1029 吉草酸デキサメタゾン ０．１２％１ｇ ザルックス軟膏 アボットジャパン 26.80
外用薬 2646724M1045 吉草酸デキサメタゾン ０．１２％１ｇ ボアラ軟膏０．１２％ マルホ 25.60
外用薬 2646724M1053 吉草酸デキサメタゾン ０．１２％１ｇ ザルックス軟膏０．１２％ アボットジャパン 26.80
外用薬 2646724N1024 吉草酸デキサメタゾン ０．１２％１ｇ ザルックスクリーム アボットジャパン 26.80
外用薬 2646724N1040 吉草酸デキサメタゾン ０．１２％１ｇ ボアラクリーム０．１２％ マルホ 25.60
外用薬 2646724N1059 吉草酸デキサメタゾン ０．１２％１ｇ ザルックスクリーム０．１２％ アボットジャパン 26.80
外用薬 2646725M1023 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ マイザー軟膏 田辺三菱製薬 24.90
外用薬 2646725M1082 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ナルタール軟膏 新生薬品工業 後発品 10.40
外用薬 2646725M1104 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ フルナート軟膏 摩耶堂製薬 後発品 10.40
外用薬 2646725M1147 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ スチブロン軟膏０．０５％ 岩城製薬 後発品 9.00
外用薬 2646725M1155 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ソロミー軟膏０．０５％ 辰巳化学 後発品 9.30
外用薬 2646725M1163 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ サイベース軟膏０．０５％ 前田薬品工業 後発品 12.80
外用薬 2646725M1180 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ プラパスタ軟膏０．０５％ 小林化工 後発品 12.80
外用薬 2646725M1198 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ フルナート軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 後発品 10.40
外用薬 2646725M1201 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ マイザー軟膏０．０５％ 田辺三菱製薬 24.90
外用薬 2646725N1029 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ マイザークリーム 田辺三菱製薬 24.90
外用薬 2646725N1070 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ナルタールクリーム 新生薬品工業 後発品 10.50
外用薬 2646725N1096 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ フルナートクリーム 摩耶堂製薬 後発品 10.50
外用薬 2646725N1126 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ スチブロンクリーム０．０５％ 岩城製薬 後発品 9.00
外用薬 2646725N1142 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ フルナートクリーム０．０５％ 摩耶堂製薬 後発品 10.50
外用薬 2646725N1150 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ マイザークリーム０．０５％ 田辺三菱製薬 24.90
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