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外用薬 2649731S1127 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

フレックステープ７０ｍｇ 久光製薬 後発品 16.40
外用薬 2649731S1135 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
アスゼスパップ７０ｍｇ 三友薬品 後発品 16.00

外用薬 2649731S1143 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

セルタッチパップ７０ 帝國製薬 25.20
外用薬 2649731S1151 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ファルジーテープ７０ｍｇ ニプロパッチ 後発品 16.40

外用薬 2649731S1160 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

フェルビスパップ７０ｍｇ 東光薬品工業 後発品 16.20
外用薬 2649731S1178 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

救急薬品工業 後発品 16.60

外用薬 2649731S1186 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

マルチネスパップ７０ｍｇ 大石膏盛堂 後発品 16.00
外用薬 2649731S1194 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
スミルテープ７０ｍｇ 三笠製薬 後発品 18.90

外用薬 2649731S1208 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

セブテットパップ７０ｍｇ メディサ新薬 後発品 16.90
外用薬 2649731S1216 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
セルスポットパップ７０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 14.40

外用薬 2649731S1224 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

フェルナビオンパップ７０ 岡山大鵬薬品 後発品 16.20
外用薬 2649731S2034 フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 スミルテープ３５ｍｇ 三笠製薬 後発品 11.50
外用薬 2649731S2042 フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フェルナビオンテープ３５ 岡山大鵬薬品 後発品 10.00
外用薬 2649731S3022 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
セルタッチパップ１４０ 帝國製薬 41.00

外用薬 2649732S1059 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

フルルバン 大協薬品工業 19.50
外用薬 2649732S1130 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
アドフィードパップ４０ｍｇ リードケミカル 20.90

外用薬 2649732S1148 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ファルケンテープ４０ｍｇ 祐徳薬品工業 後発品 14.70
外用薬 2649732S1156 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ステイバンパップ４０ｍｇ トクホン 23.10

外用薬 2649732S1164 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ゼポラスパップ４０ｍｇ 三笠製薬 20.30
外用薬 2649732S1172 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
フループテープ４０ 救急薬品工業 後発品 15.20

外用薬 2649732S1180 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

アンメタリンパップ４０ｍｇ 高田製薬 後発品 12.50
外用薬 2649732S1199 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
フルルバンパップ４０ｍｇ 大協薬品工業 19.50

外用薬 2649732S2039 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ヤクバン４０ トクホン 22.60
外用薬 2649732S2047 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ゼポラステープ４０ｍｇ 三笠製薬 20.30

外用薬 2649732S2055 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ヤクバンテープ４０ｍｇ トクホン 22.60
外用薬 2649732S3035 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ヤクバン２０ トクホン 14.30
外用薬 2649732S3043 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ゼポラステープ２０ｍｇ 三笠製薬 13.10
外用薬 2649732S3051 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ヤクバンテープ２０ｍｇ トクホン 14.30
外用薬 2649732S4031 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ファルケンテープ２０ｍｇ 祐徳薬品工業 後発品 9.40
外用薬 2649732S5020 フルルビプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
アドフィードパップ８０ｍｇ リードケミカル 33.30

外用薬 2649732S5038 フルルビプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ゼポラスパップ８０ｍｇ 三笠製薬 32.70
外用薬 2649732S6026 フルルビプロフェン １５ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ヤクバンテープ６０ｍｇ トクホン 29.50

外用薬 2649733M1020 スプロフェン １％１ｇ スルプロチン軟膏 大洋薬品工業 23.00
外用薬 2649733M1070 スプロフェン １％１ｇ スレンダム軟膏１％ ポーラファルマ 20.60
外用薬 2649733M1089 スプロフェン １％１ｇ トパルジック軟膏１％ アルフレッサ

ファーマ
27.80

外用薬 2649733M1097 スプロフェン １％１ｇ スルプロチン軟膏１％ 大洋薬品工業 23.00
外用薬 2649733N1025 スプロフェン １％１ｇ スルプロチンクリーム 大洋薬品工業 23.00
外用薬 2649733N1076 スプロフェン １％１ｇ スレンダムクリーム１％ ポーラファルマ 20.60
外用薬 2649733N1084 スプロフェン １％１ｇ トパルジッククリーム１％ アルフレッサ

ファーマ
27.80

外用薬 2649733N1092 スプロフェン １％１ｇ スルプロチンクリーム１％ 大洋薬品工業 23.00
外用薬 2649734N1020 ジクロフェナクナトリウ

ム
１％１ｇ ジクロフェナクナトリウムクリーム

１％「テイコク」
帝國製薬 後発品 6.70

外用薬 2649734N1038 ジクロフェナクナトリウ
ム

１％１ｇ ジクロフェナクナトリウムクリーム
１％「ユートク」

祐徳薬品工業 後発品 6.60

外用薬 2649734N1046 ジクロフェナクナトリウ
ム

１％１ｇ ジクロフェナクＮａクリーム１％「日
本臓器」

日本臓器製薬 後発品 6.60

外用薬 2649734Q1042 ジクロフェナクナトリウ
ム

１％１ｇ アデフロニックゲル１％ 大洋薬品工業 後発品 5.60
外用薬 2649734Q1050 ジクロフェナクナトリウ

ム
１％１ｇ ナボールゲル１％ 久光製薬 9.30

外用薬 2649734Q1069 ジクロフェナクナトリウ
ム

１％１ｇ ボルタレンゲル１％ 同仁医薬化工 9.20
外用薬 2649734Q1077 ジクロフェナクナトリウ

ム
１％１ｇ ベギータゲル１％ シオノケミカル 後発品 5.60

外用薬 2649734Q2022 ジクロフェナクナトリウ
ム

１％１ｇ ボルタレンローション１％ 同仁医薬化工 9.20
外用薬 2649734Q2030 ジクロフェナクナトリウ

ム
１％１ｇ ジクロフェナクＮａローション１％

「日本臓器」
東光薬品工業 後発品 5.70

外用薬 2649734Q2049 ジクロフェナクナトリウ
ム

１％１ｇ ジクロフェナクＮａローション１％
「ラクール」

三友薬品 後発品 5.80

外用薬 2649734S1040 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５
ｍｇ「テイコク」

帝國製薬 後発品 14.30

外用薬 2649734S1058 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５
ｍｇ「ユートク」

祐徳薬品工業 後発品 15.50

外用薬 2649734S1066 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ナボールテープ１５ｍｇ 久光製薬 20.30
外用薬 2649734S1074 ジクロフェナクナトリウ

ム
７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ボルタレンテープ１５ｍｇ 同仁医薬化工 21.10

外用薬 2649734S1082 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ
「東光」

東光薬品工業 後発品 14.40

外用薬 2649734S1090 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ
「ラクール」

三友薬品 後発品 14.30

外用薬 2649734S1104 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ
「トーワ」

ニプロジェネファ 後発品 14.40

外用薬 2649734S1112 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 14.40

外用薬 2649734S1120 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ
「日本臓器」

日本臓器製薬 後発品 14.40

外用薬 2649734S1139 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５
ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 14.40

外用薬 2649734S1147 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロパッチ 後発品 14.40

外用薬 2649734S1155 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクナトリウムテープ１５
ｍｇ「三和」

三和化学研究所 後発品 14.40

外用薬 2649734S2046 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクナトリウムテープ３０
ｍｇ「テイコク」

帝國製薬 後発品 24.30

外用薬 2649734S2054 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクナトリウムテープ３０
ｍｇ「ユートク」

祐徳薬品工業 後発品 24.60

外用薬 2649734S2062 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ナボールテープＬ３０ｍｇ 久光製薬 33.90
外用薬 2649734S2070 ジクロフェナクナトリウ

ム
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ボルタレンテープ３０ｍｇ 同仁医薬化工 33.70
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外用薬 2649734S2089 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ
「東光」

東光薬品工業 後発品 24.30

外用薬 2649734S2097 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ
「ラクール」

三友薬品 後発品 24.00

外用薬 2649734S2100 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ
「トーワ」

ニプロジェネファ 後発品 24.50

外用薬 2649734S2119 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 24.50

外用薬 2649734S2127 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ
「日本臓器」

日本臓器製薬 後発品 24.50

外用薬 2649734S2135 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクナトリウムテープ３０
ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 24.50

外用薬 2649734S2143 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクナトリウムテープ３０
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロパッチ 後発品 24.50

外用薬 2649734S2151 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクナトリウムテープ３０
ｍｇ「三和」

三和化学研究所 後発品 24.50

外用薬 2649734S3042 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ナボールパップ７０ｍｇ 久光製薬 20.30
外用薬 2649734S4049 ジクロフェナクナトリウ

ム
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ナボールパップ１４０ｍｇ 久光製薬 33.90
外用薬 2649735S1028 ロキソプロフェンナトリ

ウム
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソニンパップ１００ｍｇ リードケミカル 47.00

外用薬 2649735S2024 ロキソプロフェンナトリ
ウム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソニンテープ５０ｍｇ リードケミカル 30.50

外用薬 2649735S3020 ロキソプロフェンナトリ
ウム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソニンテープ１００ｍｇ リードケミカル 47.00

外用薬 2649800N1029 ヒドロコルチゾン・クロ
タミトン

１ｇ オイラックスＨクリーム ノバルティス
ファーマ

15.70

外用薬 2649801M1028 デキサメタゾン・脱脂大
豆乾留タール

１ｇ グリメサゾン軟膏 藤永製薬 44.40

外用薬 2649803X1015 アクリノール・チンク油 １ｇ 局 アクリノール・チンク油 6.80
外用薬 2649804X1010 フェノール・亜鉛華リニ

メント
１０ｇ 局 フェノール・亜鉛華リニメント 9.00

外用薬 2649804X1060 フェノール・亜鉛華リニ
メント

１０ｇ 局 ※フェノール・亜鉛華リニメント（小
堺）

小堺製薬 15.80

外用薬 2649804X1079 フェノール・亜鉛華リニ
メント

１０ｇ 局 フェノール・亜鉛華リニメント　シオ
エ

シオエ製薬 15.90

外用薬 2649804X1109 フェノール・亜鉛華リニ
メント

１０ｇ 局 フェノール・亜鉛華リニメント〈ハ
チ〉

東洋製薬化成 16.80

外用薬 2649804X1125 フェノール・亜鉛華リニ
メント

１０ｇ 局 カチリ「ホエイ」 マイラン製薬 16.10

外用薬 2649804X1168 フェノール・亜鉛華リニ
メント

１０ｇ 局 フェノール・亜鉛華リニメント．ＹＩ 山田製薬 16.30

外用薬 2649804X1192 フェノール・亜鉛華リニ
メント

１０ｇ 局 フェノール・亜鉛華リニメント「ニッ
コー」

日興製薬 16.30

外用薬 2649804X1206 フェノール・亜鉛華リニ
メント

１０ｇ 局 カチリ「ヨシダ」 吉田製薬 16.80

外用薬 2649804X1249 フェノール・亜鉛華リニ
メント

１０ｇ 局 フェノール・亜鉛華リニメント「東
豊」

東豊薬品 16.30

外用薬 2649804X1257 フェノール・亜鉛華リニ
メント

１０ｇ 局 フェノール・亜鉛華リニメント「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 16.30

外用薬 2649805M1026 トコフェロール・ビタミ
ンＡ油

１ｇ ユベラ軟膏 サンノーバ 4.00

外用薬 2649806X1027 パップ剤 １０ｇ アスモロール 日医工 後発品 8.80
外用薬 2649806X1035 パップ剤 １０ｇ アスモロールパップ 日医工 後発品 8.80
外用薬 2649808S1029 パップ剤 １０ｇ キュウパップ・Ｍ 救急薬品工業 後発品 9.60
外用薬 2649825S1030 パップ剤 １０ｇ ローテル 二宮薬品工業 5.20
外用薬 2649830X1039 パップ剤 １０ｇ パステルハップ 大石膏盛堂 後発品 8.60
外用薬 2649831S1028 パップ剤 １０ｇ ハーネシップ シオエ製薬 後発品 10.10
外用薬 2649843S1039 パップ剤 １０ｇ ＭＳ温シップ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 後発品 9.90
外用薬 2649843S1055 パップ剤 １０ｇ ＭＳ温シップ「タカミツ」 タカミツ 後発品 10.00
外用薬 2649843S1071 パップ剤 １０ｇ ラクール温シップ 東光薬品工業 後発品 9.10
外用薬 2649843S1080 パップ剤 １０ｇ ミルサート温シップ 三友薬品 後発品 9.10
外用薬 2649843S1098 パップ剤 １０ｇ パステル温感ハップ 大石膏盛堂 後発品 8.10
外用薬 2649844S1025 パップ剤 １０ｇ ヤンヤンプラスター 救急薬品工業 後発品 8.90
外用薬 2649844S1033 パップ剤 １０ｇ ヤンヤン冷パップ 救急薬品工業 後発品 8.90
外用薬 2649845S1020 パップ剤 １０ｇ ヤンヤンホット 救急薬品工業 後発品 9.70
外用薬 2649845S1038 パップ剤 １０ｇ ヤンヤン温パップ 救急薬品工業 後発品 9.70
外用薬 2649851R1023 サリチル酸メチル・ジ

フェンヒドラミン配合剤
１０ｍＬ エアーサロンパス 久光製薬 26.20

外用薬 2649852M1020 混合死菌製剤 １ｇ エキザルベ マルホ 24.80
外用薬 2649855Q1026 カラミン １０ｍＬ ※カラミンローション（丸石） 丸石製薬 16.10
外用薬 2649857X1020 脱脂大豆乾留タール・ジ

フェンヒドラミン
１０ｇ グリパスＣ 藤永製薬 22.10

外用薬 2649858M1036 サリチル酸メチル・グリ
チルレチン酸配合剤

１０ｇ スチックゼノールＡ 三笠製薬 54.00

外用薬 2649859R1038 サリチル酸メチル・ジ
フェンヒドラミン配合剤

１０ｍＬ ハイシップスプレー 前田薬品工業 23.80

外用薬 2649864M1023 サリチル酸メチル・ｄｌ
－メントール

１０ｇ メンタームＱ 近江兄弟社 後発品 6.70

外用薬 2649865M1036 副腎エキス・ヘパリン類
似物質配合剤

１ｇ アメルＳ軟膏 共和薬品工業 後発品 7.90

外用薬 2649865M1044 副腎エキス・ヘパリン類
似物質配合剤

１ｇ モービリン 東光薬品工業 後発品 7.80

外用薬 2649865M1052 副腎エキス・ヘパリン類
似物質配合剤

１ｇ エラダーム軟膏 大洋薬品工業 後発品 8.40

外用薬 2649865M1079 副腎エキス・ヘパリン類
似物質配合剤

１ｇ コルチコ軟膏 帝國製薬 後発品 8.30

外用薬 2649865M1133 副腎エキス・ヘパリン類
似物質配合剤

１ｇ モービリン軟膏 東光薬品工業 後発品 7.80
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外用薬 2649865M2032 副腎エキス・ヘパリン類
似物質配合剤

１ｇ モービリンゲル 東光薬品工業 後発品 7.80

外用薬 2649865M2040 副腎エキス・ヘパリン類
似物質配合剤

１ｇ アメルＳゲル 共和薬品工業 後発品 7.90

外用薬 2649865M2059 副腎エキス・ヘパリン類
似物質配合剤

１ｇ エラダームゲル 大洋薬品工業 後発品 8.40

外用薬 2649865N1023 副腎エキス・ヘパリン類
似物質配合剤

１ｇ ゼスタッククリーム 三笠製薬 後発品 8.40

外用薬 2649865Q1020 副腎エキス・ヘパリン類
似物質配合剤

１ｍＬ コルチコローション 日医工ファーマ 後発品 7.30

外用薬 2649865Q1038 副腎エキス・ヘパリン類
似物質配合剤

１ｍＬ ゼスタックローション 三笠製薬 後発品 8.40

外用薬 2649866M1022 酢酸ヒドロコルチゾン・
フラジオマイシン配合剤

１ｇ 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 興和 18.30

外用薬 2649873M1022 紫雲膏 １ｇ 紫雲膏「マルイシ」 丸石製薬 9.30
外用薬 2649873M1030 紫雲膏 １ｇ ツムラ紫雲膏 ツムラ 13.10
外用薬 2649878M1025 サリチル酸メチル・ジ

フェンヒドラミン配合剤
１０ｇ サリメチックＳ 東光薬品工業 後発品 40.30

外用薬 2649887S1031 パップ剤 １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

カーマスプラスター 吉田養真堂 後発品 11.80
外用薬 2649892S1024 パップ剤 １０ｇ ローテルリーフＡ 二宮薬品工業 後発品 9.40
外用薬 2649892S1032 パップ剤 １０ｇ ローテルリーフパップ 二宮薬品工業 後発品 9.40
外用薬 2649893S1029 パップ剤 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ＧＳプラスターＣ「ユートク」 祐徳薬品工業 後発品 8.40
外用薬 2649893S1037 パップ剤 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 イージプラスタ ニチバン 後発品 8.40
外用薬 2649894S1031 パップ剤 １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ＧＳプラスターＨ１４０ 祐徳薬品工業 後発品 17.40

外用薬 2649894S2020 パップ剤 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ＧＳプラスターＨ７０ 祐徳薬品工業 後発品 11.10
外用薬 2649895S1028 パップ剤 １０ｇ ＭＳ冷シップ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 後発品 9.50
外用薬 2649895S1044 パップ剤 １０ｇ ＭＳ冷シップ「タカミツ」 タカミツ 後発品 9.50
外用薬 2649895S1052 パップ剤 １０ｇ ラクール冷シップ 東光薬品工業 後発品 8.80
外用薬 2649895S1060 パップ剤 １０ｇ ミルサート冷シップ 三友薬品 後発品 8.70
外用薬 2649950M1046 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンゲル 日医工ファーマ 後発品 8.20
外用薬 2649950M1097 ヘパリン類似物質 １ｇ ホソイドンゲル 東和薬品 後発品 6.90
外用薬 2649950M1119 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパダームゲル０．３％ 共和薬品工業 後発品 6.90
外用薬 2649950M1127 ヘパリン類似物質 １ｇ エアリートゲル０．３％ 東光薬品工業 後発品 5.10
外用薬 2649950M1135 ヘパリン類似物質 １ｇ ゼムロンゲル０．３％ 大正薬品工業 後発品 6.30
外用薬 2649950M1143 ヘパリン類似物質 １ｇ ヒルドイドゲル０．３％ マルホ 15.30
外用薬 2649950M1151 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンゲル０．３％ 日医工ファーマ 後発品 8.20
外用薬 2649950M1160 ヘパリン類似物質 １ｇ ホソイドンゲル０．３％ 東和薬品 後発品 6.90
外用薬 2649976X1012 タンニン酸 １ｇ 局 タンニン酸 11.30
外用薬 2652700X1019 サリチル酸 １０ｇ 局 サリチル酸 24.90
外用薬 2652700X1043 サリチル酸 １０ｇ 局 サリチル酸「ケンエー」 健栄製薬 26.00
外用薬 2652700X1078 サリチル酸 １０ｇ 局 ※サリチル酸（丸石） 丸石製薬 27.40
外用薬 2652700X1132 サリチル酸 １０ｇ 局 サリチル酸原末「マルイシ」 丸石製薬 27.40
外用薬 2652701M1025 サリチル酸 ５％１０ｇ ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 東豊薬品 後発品 26.60
外用薬 2652701M2021 サリチル酸 １０％１０ｇ １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 東豊薬品 後発品 27.50
外用薬 2653700X1016 チアントール １０ｇ 局 チアントール 28.80
外用薬 2654700X1013 モクタール １０ｇ モクタール 24.40
外用薬 2655700M1065 クロトリマゾール １％１ｇ ハクセリン軟膏１％ 久光製薬 後発品 8.40
外用薬 2655700M1073 クロトリマゾール １％１ｇ タオンゲル１％ 東興薬品工業 後発品 15.60
外用薬 2655700N1044 クロトリマゾール １％１ｇ エンペシドクリーム バイエル薬品 26.50
外用薬 2655700N1079 クロトリマゾール １％１ｇ コトゾールクリーム 寿製薬 後発品 8.40
外用薬 2655700N1141 クロトリマゾール １％１ｇ クロストリンクリーム１％ 岩城製薬 後発品 7.40
外用薬 2655700N1150 クロトリマゾール １％１ｇ クロトリマゾールクリーム１％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 7.20

外用薬 2655700N1168 クロトリマゾール １％１ｇ タオンクリーム１％ 東興薬品工業 後発品 15.60
外用薬 2655700N1176 クロトリマゾール １％１ｇ エンペシドクリーム１％ バイエル薬品 26.50
外用薬 2655700N1184 クロトリマゾール １％１ｇ コトゾールクリーム１％ 寿製薬 後発品 8.40
外用薬 2655700Q1032 クロトリマゾール １％１ｇ ハクセリンゲル１％ 久光製薬 後発品 8.40
外用薬 2655700Q2047 クロトリマゾール １％１ｍＬ エンペシド液 バイエル薬品 26.50
外用薬 2655700Q2063 クロトリマゾール １％１ｍＬ コトゾール液 寿製薬 後発品 8.40
外用薬 2655700Q2101 クロトリマゾール １％１ｍＬ クロトリマゾール外用液１％「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 7.20

外用薬 2655700Q2110 クロトリマゾール １％１ｍＬ タオン外用液１％ 東興薬品工業 後発品 14.80
外用薬 2655700Q2128 クロトリマゾール １％１ｍＬ エンペシド外用液１％ バイエル薬品 26.50
外用薬 2655701N1057 硝酸エコナゾール １％１ｇ パラベールクリーム１％ 大塚製薬工場 13.50
外用薬 2655701Q1053 硝酸エコナゾール １％１ｍＬ パラベールローション１％ 大塚製薬工場 13.50
外用薬 2655702M1021 硝酸ミコナゾール １％１ｇ アムリードＤ軟膏 摩耶堂製薬 後発品 8.90
外用薬 2655702N1027 硝酸ミコナゾール １％１ｇ ニトコナゾンクリーム 大洋薬品工業 後発品 8.20
外用薬 2655702N1060 硝酸ミコナゾール １％１ｇ フロリードＤクリーム１％ 持田製薬 16.90
外用薬 2655702N1078 硝酸ミコナゾール １％１ｇ アムリードクリーム１％ 摩耶堂製薬 後発品 8.90
外用薬 2655702N1086 硝酸ミコナゾール １％１ｇ ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「タ

イヨー」
大洋薬品工業 後発品 8.20

外用薬 2655703N1021 硝酸イソコナゾール １％１ｇ アデスタンクリーム インテンディス 23.20
外用薬 2655703N1048 硝酸イソコナゾール １％１ｇ アセントクリーム１％ 佐藤製薬 後発品 18.50
外用薬 2655703N1056 硝酸イソコナゾール １％１ｇ アデスタンクリーム１％ インテンディス 23.20
外用薬 2655706N1041 硝酸オキシコナゾール １％１ｇ オキナゾールクリーム１％ 田辺三菱製薬 14.40
外用薬 2655706Q1048 硝酸オキシコナゾール １％１ｍＬ オキナゾール外用液１％ 田辺三菱製薬 14.40
外用薬 2655707N1038 硝酸スルコナゾール １％１ｇ エクセルダームクリーム１％ 田辺三菱製薬 24.90
外用薬 2655707Q1034 硝酸スルコナゾール １％１ｍＬ エクセルダーム外用液１％ 田辺三菱製薬 24.90
外用薬 2655708N1016 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾール１％クリーム 後発品 7.20
外用薬 2655708N1024 ビホナゾール １％１ｇ マイコスポールクリーム バイエル薬品 48.00
外用薬 2655708N1075 ビホナゾール １％１ｇ ビスコポールクリーム 龍角散 後発品 12.10
外用薬 2655708N1083 ビホナゾール １％１ｇ ビフォノールクリーム 摩耶堂製薬 後発品 13.10
外用薬 2655708N1091 ビホナゾール １％１ｇ レンチェンスクリーム 陽進堂 後発品 13.20
外用薬 2655708N1164 ビホナゾール １％１ｇ ビクロノールクリーム１％ 岩城製薬 後発品 11.10
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外用薬 2655708N1172 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 11.10
外用薬 2655708N1180 ビホナゾール １％１ｇ ホスポールクリーム１％ 沢井製薬 後発品 13.30
外用薬 2655708N1199 ビホナゾール １％１ｇ マリンゾールクリーム１％ 佐藤製薬 後発品 12.60
外用薬 2655708N1202 ビホナゾール １％１ｇ アイコザールクリーム１％ 富士製薬工業 後発品 11.40
外用薬 2655708N1210 ビホナゾール １％１ｇ ビルミチンクリーム１％ 大正薬品工業 後発品 11.70
外用薬 2655708N1229 ビホナゾール １％１ｇ マイコゾールクリーム１％ 共和薬品工業 後発品 12.40
外用薬 2655708N1237 ビホナゾール １％１ｇ ゼルスクリーム１％ 前田薬品工業 後発品 19.30
外用薬 2655708N1245 ビホナゾール １％１ｇ ビスコポールクリーム１％ 龍角散 後発品 12.10
外用薬 2655708N1253 ビホナゾール １％１ｇ ビフォノールクリーム１％ 摩耶堂製薬 後発品 13.10
外用薬 2655708N1261 ビホナゾール １％１ｇ マイコスポールクリーム１％ バイエル薬品 48.00
外用薬 2655708N1270 ビホナゾール １％１ｇ レンチェンスクリーム１％ 陽進堂 後発品 13.20
外用薬 2655708Q1020 ビホナゾール １％１ｍＬ マイコスポール液 バイエル薬品 48.00
外用薬 2655708Q1047 ビホナゾール １％１ｍＬ ビスコポール液 龍角散 後発品 12.10
外用薬 2655708Q1055 ビホナゾール １％１ｍＬ ビフォノール液 摩耶堂製薬 後発品 13.10
外用薬 2655708Q1063 ビホナゾール １％１ｍＬ レンチェンス液 陽進堂 後発品 13.20
外用薬 2655708Q1098 ビホナゾール １％１ｍＬ モルダイン液 大洋薬品工業 後発品 11.10
外用薬 2655708Q1110 ビホナゾール １％１ｍＬ ビクロノール外用液１％ 岩城製薬 後発品 11.10
外用薬 2655708Q1128 ビホナゾール １％１ｍＬ マリンゾール外用液１％ 佐藤製薬 後発品 12.60
外用薬 2655708Q1136 ビホナゾール １％１ｍＬ ゼルス液１％ 前田薬品工業 後発品 19.30
外用薬 2655708Q1144 ビホナゾール １％１ｍＬ ビスコポール外用液１％ 龍角散 後発品 12.10
外用薬 2655708Q1152 ビホナゾール １％１ｍＬ ビフォノール外用液１％ 摩耶堂製薬 後発品 13.10
外用薬 2655708Q1160 ビホナゾール １％１ｍＬ ビホナゾール外用液１％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 11.10
外用薬 2655708Q1179 ビホナゾール １％１ｍＬ マイコスポール外用液１％ バイエル薬品 48.00
外用薬 2655708Q1187 ビホナゾール １％１ｍＬ レンチェンス外用液１％ 陽進堂 後発品 13.20
外用薬 2655709N1037 ケトコナゾール ２％１ｇ ニトラゼンクリーム２％ 岩城製薬 後発品 26.00
外用薬 2655709N1045 ケトコナゾール ２％１ｇ ケトパミンクリーム２％ 東光薬品工業 後発品 26.80
外用薬 2655709N1053 ケトコナゾール ２％１ｇ ニゾラールクリーム２％ ヤンセンファーマ 46.50
外用薬 2655709N1061 ケトコナゾール ２％１ｇ プルナクリーム２％ 前田薬品工業 後発品 24.70
外用薬 2655709Q1025 ケトコナゾール ２％１ｇ ニゾラールローション２％ ヤンセンファーマ 46.50
外用薬 2655709Q1033 ケトコナゾール ２％１ｇ ニトラゼンローション２％ 岩城製薬 後発品 26.00
外用薬 2655709Q1041 ケトコナゾール ２％１ｇ ケトパミン外用液２％ 東光薬品工業 後発品 26.80
外用薬 2655709Q1050 ケトコナゾール ２％１ｇ プルナローション２％ 前田薬品工業 後発品 24.70
外用薬 2655709R1020 ケトコナゾール ２％１ｇ ケトパミン外用スプレー２％ 東光薬品工業 後発品 54.80
外用薬 2655710M1034 ラノコナゾール １％１ｇ アスタット軟膏１％ マルホ 49.20
外用薬 2655710N1030 ラノコナゾール １％１ｇ アスタットクリーム１％ マルホ 49.20
外用薬 2655710Q1036 ラノコナゾール １％１ｍＬ アスタット外用液１％ マルホ 49.20
外用薬 2655711M1039 塩酸ネチコナゾール １％１ｇ アトラント軟膏１％ 久光製薬 41.30
外用薬 2655711N1034 塩酸ネチコナゾール １％１ｇ アトラントクリーム１％ 久光製薬 41.30
外用薬 2655711Q1030 塩酸ネチコナゾール １％１ｍＬ アトラント外用液１％ 久光製薬 41.30
外用薬 2655712N1020 ルリコナゾール １％１ｇ ルリコンクリーム１％ ポーラファルマ 53.40
外用薬 2655712Q1027 ルリコナゾール １％１ｍＬ ルリコン液１％ ポーラファルマ 53.40
外用薬 2659700X1010 イオウ １０ｇ 局 イオウ 11.70
外用薬 2659700X1044 イオウ １０ｇ 局 「純生」イオウ 純生薬品工業 12.00
外用薬 2659703N1039 シクロピロクスオラミン １％１ｇ バトラフェンクリーム１％ アルフレッサ

ファーマ
15.90

外用薬 2659703Q1035 シクロピロクスオラミン １％１ｍＬ バトラフェン外用液１％ アルフレッサ
ファーマ

15.90

外用薬 2659705M1032 トルナフタート ２％１ｇ ハイアラージン軟膏２％ 長生堂製薬 8.80
外用薬 2659705Q1018 トルナフタート ２％１ｍＬ 局 トルナフタート液 8.00
外用薬 2659708N1058 塩酸ブテナフィン １％１ｇ メリーダムクリーム１％ 東和薬品 後発品 31.90
外用薬 2659708N1066 塩酸ブテナフィン １％１ｇ ボレークリーム１％ 久光製薬 42.10
外用薬 2659708N1074 塩酸ブテナフィン １％１ｇ 塩酸ブテナフィンクリーム１％「マイ

ラン」
マイラン製薬 後発品 25.70

外用薬 2659708N1082 塩酸ブテナフィン １％１ｇ メンタックスクリーム１％ 科研製薬 43.80
外用薬 2659708Q1046 塩酸ブテナフィン １％１ｍＬ メリーダム液１％ 東和薬品 後発品 31.90
外用薬 2659708Q1054 塩酸ブテナフィン １％１ｍＬ ボレー外用液１％ 久光製薬 42.10
外用薬 2659708Q1062 塩酸ブテナフィン １％１ｍＬ メンタックス外用液１％ 科研製薬 43.80
外用薬 2659708R1050 塩酸ブテナフィン １％１ｍＬ ボレースプレー１％ 久光製薬 65.40
外用薬 2659708R1068 塩酸ブテナフィン １％１ｍＬ 塩酸ブテナフィンスプレー１％「マイ

ラン」
マイラン製薬 後発品 51.40

外用薬 2659708R1076 塩酸ブテナフィン １％１ｍＬ メンタックススプレー１％ 科研製薬 71.80
外用薬 2659710N1039 塩酸テルビナフィン １％１ｇ 塩酸テルビナフィンクリーム１％

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 25.30

外用薬 2659710N1055 塩酸テルビナフィン １％１ｇ ケルガークリーム１％ 前田薬品工業 後発品 19.40
外用薬 2659710N1063 塩酸テルビナフィン １％１ｇ テビーナクリーム１％ 岩城製薬 後発品 20.60
外用薬 2659710N1071 塩酸テルビナフィン １％１ｇ テビナシールクリーム１％ 東亜薬品 後発品 23.00
外用薬 2659710N1080 塩酸テルビナフィン １％１ｇ テルフィナビンクリーム１％ 日医工 後発品 22.70
外用薬 2659710N1098 塩酸テルビナフィン １％１ｇ ビラスクリーム１％ 東和薬品 後発品 29.50
外用薬 2659710N1101 塩酸テルビナフィン １％１ｇ ラミテクトクリーム１％ 沢井製薬 後発品 22.60
外用薬 2659710N1110 塩酸テルビナフィン １％１ｇ 塩酸テルビナフィンクリーム１％「Ｍ

ＥＥＫ」
小林化工 後発品 20.50

外用薬 2659710N1128 塩酸テルビナフィン １％１ｇ 塩酸テルビナフィンクリーム１％「サ
ンド」

サンド 後発品 22.50

外用薬 2659710N1136 塩酸テルビナフィン １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 15.70

外用薬 2659710N1144 塩酸テルビナフィン １％１ｇ テルミシールクリーム１％ 大正薬品工業 後発品 21.20
外用薬 2659710N1152 塩酸テルビナフィン １％１ｇ ラミシールクリーム１％ ノバルティス

ファーマ
44.50

外用薬 2659710N1160 塩酸テルビナフィン １％１ｇ 塩酸テルビナフィンクリーム１％「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 24.90

外用薬 2659710N1179 塩酸テルビナフィン １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 25.30

外用薬 2659710Q1035 塩酸テルビナフィン １％１ｇ 塩酸テルビナフィン液１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 25.30
外用薬 2659710Q1043 塩酸テルビナフィン １％１ｇ ケルガー液１％ 前田薬品工業 後発品 19.40
外用薬 2659710Q1051 塩酸テルビナフィン １％１ｇ テビーナ液１％ 岩城製薬 後発品 20.60
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